
一般測量 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

エイコー･コンサルタンツ（株） 代表取締役 青木　克彦 福岡市南区高宮5丁目10番12号

（株）スリーエヌ技術コンサルタント 代表取締役社長 福澤　一博 福岡市博多区東光二丁目１番１３号協栄ビル８階

マサキ測量設計（株）　久留米支店 支店長 佐藤　智裕 久留米市山川追分1-7-18

（株）ダイヤコンサルタント 福岡事務所 所長 中村　勧 福岡市博多区千代五丁目3番19号
グリーン・コンサルタント（株）九州営業所 執行役員所長 小田　英昭 福岡市中央区大手門2-1-34

大栄開発（株）福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町9番13号

大正測量設計（株） 代表取締役 川﨑　信三 福岡市南区皿山3丁目2番56号
（株）吾水総合コンサルタント　福岡支店 支店長 戸川　寛 福岡市博多区東光2-8-17
㈱日本水工コンサルタント 久留米営業所 所長 田中　一雄 福岡県久留米市城南町12-29
（株）大陸総合コンサルタント　久留米営業所 所長 江頭　薫 久留米市北野町今山805-10

九州電技開発(株) 代表取締役社長 中武　司 福岡市中央区清川2-13-6

（株）エスケイエンジニアリング 代表取締役 岩本　徳文 筑紫野市二日市中央一丁目1番50号

（株）東和テクノロジー　九州支店 支店長 藤満　基樹 福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号

日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡五丁目25番25号

（株）エヌ・イーサポート　九州支社 支社長 井手本　清隆 福岡市博多区博多駅南五丁目8番17号

（株）協立 八女営業所 所長 星野　真一 八女市立花町原島680-1

（株）溝田設計事務所　八女営業所 所長 溝田　一仁 八女市黒木町田本832-3

（株）ＮＪＳ　九州総合事務所 所長 石井　信次 福岡市博多区冷泉町10-21

（株）九州地質コンサルタント 代表取締役 花村 修 福岡市博多区光丘町2-3-21

㈱テクノ　筑後八女営業所 所長 角　忠一郎 筑後市大字羽犬塚184番地1
（株）高崎総合コンサルタント 八女事務所 所長 宮崎　信 八女市吉田1149-1-103

（株）都市開発コンサルタント 代表取締役 添島　慎輔 久留米市荒木町荒木1289番地14
（株）ジオテック技術士事務所　久留米営業所 所長 池松 昭 久留米市城島町江上本３４９
（株）東洋技術コンサルタンツ　筑後営業所 所長 髙木 泰宏 筑後市大字蔵数517番地37
エコーエンヂニアリング（株）久留米営業所 営業所長 高山　拓巳 久留米市藤光１丁目14番5号

日化エンジニアリング（株）九州支社 取締役支社長 田口　清隆 福岡市博多区博多駅東2-6-26
（株）中庭測量コンサルタント　福岡支社 支社長 関屋　保澄 福岡市中央区高砂2-6-4

（株）ベクトル　久留米営業所 所長 高田　富士男 久留米市田主丸町田主丸423-14
（株）光エンジニアリング　筑後営業所 所長 山本　和洋 筑後市大字熊野字高銭野1141-5

九州コンサルタント（株） 代表取締役 叶　信彦 福岡市中央区草香江1-1-17

福高総合技術コンサルタント（株） 代表取締役 高倉　力矢 福岡市博多区中洲中島町4-23
（株）新世コンソーシアム  久留米支店 支店長 牛島　年博 久留米市荒木町荒木1333番地1
（株）第一技術コンサルタント　八女営業所 所長 永松　正三 八女市室岡294-3-2F

（株）アオイ 代表取締役 上野  稔 福岡市南区弥永5丁目10-1

フジ地中情報（株）九州支店 支店長 吉田　高文 福岡市南区横手1-12-48
（株）東亜建設コンサルタント　八女営業所 所長 前園　一幸 八女市本町419-1ｱﾛｰﾌｨｰﾙﾄﾞB201

（株）大平総合プラン　柳川営業所 所長 中島　一仁 柳川市下宮永町677-1

（株）孝栄設計コンサルタント 代表取締役 川崎　孝志 福岡市南区井尻1-36-20

三和測量有限会社 取締役社長 板野　司 久留米市東櫛原町314番地4

（株）オービット　筑後営業所 所長 葉石　誠 八女市馬場380番地1

平和測量設計（株）八女支店 支店長 平山　佳広 八女市吉田1149番地1の2サンマリノ吉田A棟102号室

（株）日新技術コンサルタント　久留米出張所 所長 今林　寛之 久留米市田主丸町地徳1923-3
（株）エーワンコンサルタント 八女営業所 所長 古田　光 八女市馬場378-1-102

（株）福起設計コンサルタント 代表取締役 池田　淳 福岡市博多区奈良屋町11番18号

（株）西日本測量設計　八女営業所 所長 安岡　亨 八女市馬場534-14
（株）西部技術コンサルタント 八女営業所 所長 篠原　善美 八女市本町416番地1アローフィールドＡ棟205号

都市企画センター（株） 久留米支店 支店長 尾川 賢次 久留米市江戸屋敷1丁目2番10号
サンクスエンジニアリング（株）八女営業所 所長 平山　基裕 八女市馬場378-1　203号
（株）エム・ケー・コンサルタント 八女支店 支店長 藤川　慎一郎 八女市岩崎132-1グレイスシャルマン　Ｂ－2

筑後測量設計 (株) 代表取締役 山浦　揚介 三潴郡大木町大字奥牟田484-1-1

（一財）日本環境衛生センター 西日本支局長 野田　誠一郎 福岡県大野城市白木原3-5-11

（株）共和テック　八女営業所 所長 田中　寛敏 八女市平田318
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（株）シーマコンサルタント 八女営業所 所長 梅野　慎士 八女市黒木町本分1141-1
（株）埋蔵文化財サポートシステム 福岡支店 支店長 香西　真紀子 筑紫野市美しが丘南7丁目6-5

（株）セイコー 八女営業所 所長 森　博一 八女市星野村15483

（株）三水コンサルタント　西部支社 支社長 住山　真 福岡市博多区中洲5丁目6番28号
（株）アジア建設コンサルタント　八女営業所 所長 竹下　憲治 八女市鵜池14番地1

（株）トキワ・シビル 八女営業所 所長 奥田　厚 八女市上陽町北川内285-5

（株）建設技術センター　八女営業所 所長 吉冨　利信 八女市祈祷院117-2
西鉄シー・イー・コンサルタント（株）八女営業所 所長 白水　和明 八女市龍ケ原292-5　ｻﾝﾏﾘﾉ龍ケ原A棟202号

冨洋設計（株）久留米出張所 所長 久保田　匡郎 久留米市高良内町2994-5

アジア航測（株）福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号八百治センタービル

昭和（株） 九州支社 支社長 相川　純一 福岡市博多区下川端町3番1号
（株）極東技工コンサルタント  西日本支社 取締役支社長 板東　高史 久留米市宮ノ陣4丁目30番4号

新地研工業（株）久留米営業所 所長 深見　弘幸 久留米市東合川2丁目10-32-202

大和コンサル（株）八女営業所 所長 杉　功太郎 八女市今福1265番地1

九州地理情報（株） 代表取締役 三舛　善彦 福岡市東区青葉2-30-1

（株）太平設計　久留米営業所 所長 植田　暁人 久留米市御井旗崎一丁目3番6号
（株）ワールドプランニング　筑後営業所 所長 鹿毛　伸男 筑後市大字前津1651-52

国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛 東京都世田谷区池尻二丁目7番3号

（株）日水コン　九州支所 支所長 野田　達也 福岡市博多区祇園町7番20号博多祇園センタープレイス

（株）大建 代表取締役 松　尾　憲　親 福岡市早良区南庄2-9-12

（株）緑景　　九州事務所 所長 平地　隆仁 福岡市中央区天神2-14-38
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　九州事業部 事業部長 棚田　裕宣 福岡市博多区東比恵2-3-7

復建調査設計（株）九州支社 執行役員支社長 後藤　正孝 福岡市博多区博多駅東3-12-24

（株）福山コンサルタント 代表取締役社長 福島　宏治 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号

E-tecsコンサルタント（株）福岡本社 本社長 益田　康一 福岡市城南区別府4丁目4番4号

大成ジオテック（株）八女営業所 所長 森田　謙信 八女市上陽町北川内550-3
（株）九州開発エンジニヤリング  福岡支店 支店長 原田　康行 福岡市博多区博多駅前4-4-23

中央開発㈱　九州支社 支社長 髙 田　誠 福岡市城南区鳥飼6-3-27

日本水工設計（株）九州支社 執行役員支社長 上水流　宏美 福岡市博多区博多駅東2-13-34

（株）旭鑑定補償 代表取締役 津久井　顯 福岡市中央区白金2丁目11番9号

中日本航空（株）福岡支店 支店長 増本　勝巳 福岡市博多区博多駅東一丁目14番33号

九和設計（株） 代表取締役 香原　靖之 北九州市八幡西区別所町2番38号

西海測量設計（株） 代表取締役 橋本　卓也 八女市龍ケ原297-1

芳野測量設計（株） 代表取締役 中雄　淳一郎 福岡市東区箱崎7-5-8

（株）ランド・コンサルタント 九州支社 支社長 堀口 長太郎 福岡市南区高木2-5-10

オリジナル設計（株）福岡事務所 所長 渡邊　光則 福岡市博多区博多駅前2丁目6番12号

第一総合技術（株） 代表取締役 佐藤　幸一 福岡市博多区諸岡1丁目7番25号

東亜建設技術（株） 代表取締役 藤田　茂久 福岡市西区西の丘1-7-1

（株）松尾設計　福岡事務所 所長 森　一徳 福岡市南区市崎1-2-8-203

極水設計（株） 代表取締役 志多　充吉 福岡市東区香椎駅前二丁目9番1号
平和総合コンサルタント（株）八女営業所 所長 村坂　康信 八女市納楚625-4　栗原アパート205号

（株）久栄綜合コンサルタント 八女営業所 所長 大隈　龍一 八女市室岡529

川崎地質（株）　九州支社 支社長 原田　克之 福岡市博多区博多駅南一丁目8番34号

日本都市技術（株）西日本支社 支社長 堀川　博利 福岡市博多区博多駅前一丁目4番1号

朝日航洋（株）　福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東3-12-1

新日本グラウト工業（株） 代表取締役 山本　晋也 福岡市南区清水1-15-18

（株）修復技術システム 代表取締役 小西　龍三郎 福岡市博多区奈良屋町5番10号

（株）共栄設計事務所 代表取締役 小宮　晃 福岡市早良区干隈6丁目8番1号

(株)ゼンリン 福岡営業所 所長 緒方　賢一 福岡市博多区住吉4丁目1番5号

（株）東京設計事務所　筑後事務所 所長 茶村　皇史 筑後市大字和泉613番地5

（株）優輝総合コンサル 代表取締役 川副　俊明 福岡市博多区昭南町2-3-8

産業開発コンサルタント㈱ 代表取締役 力丸　明徳 福岡市東区筥松三丁目13番9号
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環境テクノス（株）　福岡支店 支店長 貴戸　秀徳 福岡市博多区博多駅東1-10-23

（株）カミナガ 代表取締役 古賀　俊行 福岡市博多区東比恵2-7-13

（株）都市総合開発研究所 代表取締役 川本 寛人 宮崎県都城市栄町24-2

ダン技術設計（株） 代表取締役 小玉　純士 福岡市南区塩原三丁目8番28号

（株）テクノ大地 代表取締役 髙木　正邦 久留米市大善寺町夜明1023番地

（株）アースプラニング 代表取締役 小倉　充彦 福岡市博多区昭南町1丁目4番7号

（株）タイヨー設計　八女事務所 所長 甲斐田　一樹 八女市岩崎581番地

大倉測量設計（株） 代表取締役 大倉　良夫 朝倉市屋永4327番地の12

（株）イビソク　福岡営業所 所長 山城　健二朗 福岡市南区井尻4丁目42番地25号102号

（株）富士総合技術コンサルタント 代表取締役 水摩　陵 福岡市東区下原1丁目15番20号

東和環境科学（株）九州支店 取締役支店長 道法　雅樹 福岡市東区東浜一丁目5番12号

豊栄コンサルタント（株） 代表取締役 佐々木　洋一 福岡市博多区空港前2丁目3-18

新日本測量設計（株） 代表取締役 桑野　壮平 福岡市博多区竹丘町2丁目1番20号

日鉄鉱コンサルタント（株）九州本社 本社長 牧野　隆吾 福岡市博多区博多駅東2-6-23

（株）建匠コンサルタント　福岡支店 支店長 西村　郁子 福岡市博多区板付七丁目10番27号第15博多南ＩＲﾋﾞﾙ505号

国土防災技術（株）福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町一丁目2番3号
（株）旭技研設計コンサルタント 福岡県南事務所 所長 岩崎　正彦 八女市吉田664-1
福岡建設コンサルタント㈱久留米事務所 久留米事務所長 船越　俊輝 久留米市山川沓形町１番４５号

アーバンテクノ（株） 代表取締役 武富　龍馬 福岡市中央区薬院三丁目13番23号

精工Ｃ＆Ｃ（株）久留米支店 久留米支店長 池田　一吉 久留米市国分町1324-6

（株）大高開発　筑後営業所 筑後営業所長 大津留　啓吾 久留米市荒木町荒木561-58

（株）Ｕ・Ｔ・エンジニアリング 代表取締役 原口　照章 福岡市博多区博多駅南2-8-35

（株）東亜コンサルタント 代表取締役 松延　岳志 福岡市博多区東比恵3丁目28番10号

（株）測技 代表取締役 多久島　安孝 宗像市田熊三丁目1-47
（株）アーバントラフィックエンジニアリング 福岡事務所 所長 嶋村　泰弘 福岡市中央区大宮1-4-34

（有）永和測量設計 代表取締役 本田　和男 柳川市三橋町今古賀42-1

（株）海渡設計 代表取締役 野田　誠一 福岡市東区名島２丁目２番８号

ニチレキ（株）九州支店 支店長 長澤　勇 福岡市東区香椎浜ふ頭2-3-17

西日本建技（株） 代表取締役 毛利　哲也 福岡市博多区博多駅東1丁目13番6号

和興測量設計（株） 代表取締役 小野　光彦 久留米市東合川三丁目１番１０号

（株）大建補償コンサルタント 代表取締役 徳永　健一 福岡市南区井尻3丁目22番23号4階

㈱アイエステー 福岡支店 支店長 江藤　大 福岡市中央区大名2丁目10番1号シャンボール大名　A-608

（株）九州ジオテック　八女営業所 営業所長 江藤　大策 八女市本町625番地1

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 代表取締役 藤本　尚伸 福岡市博多区対馬小路1-21

九州測量設計（株） 代表取締役 興梠　博文 福岡市博多区井相田1-7-7

（株）原田設計 代表取締役 原田　誠 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富1289番地

（株）春日建設エンジニア 代表取締役 中野　猛 春日市春日一丁目38番地
アズテックコンサルタンツ（株）八女営業所 所長 吉田　慎 八女市立花町谷川838-6
シビックアーツコンサルタント（株）八女営業所 執行役員所長 中野　安久 八女市本町1番地42

（株）永大開発コンサルタント 代表取締役 佐々木　靖彦 飯塚市菰田東2丁目22番55号

（株）第一設計コンサルタント 代表取締役 猪口　輝美 北九州市八幡西区香月中央三丁目2番1号

（株）唯設計事務所 代表取締役 長濱　大輔 福岡市博多区博多駅前2丁目7番14号

西日本地研（株） 代表取締役 福田　正徳 福岡市中央区高砂2-6-18

タナベ環境工学（株）　福岡支社 支社長 大石　直康 福岡市東区松田3-1-20

丸菱航業（株） 代表取締役 首藤 英雄 北九州市小倉北区昭和町13番7号

（株）アップス 代表取締役 山下 昭良 日向市大字財光寺377番地1

九州水工設計（株）　福岡支店 福岡支店長 青山　忠仁 福岡市博多区博多駅前3-27-18-3F

吉岡組 事業主 吉岡 勝城 久留米市草野町吉木2461-2

㈱イーディシー 代表取締役 大野　剛正 福岡市中央区港一丁目8番4号

太洋建設コンサルタント㈱ 代表取締役 有田　司 福岡市城南区長尾3-29-27

福岡県土地改良事業団体連合会 会長 新川　久三 福岡市博多区千代4-4-28

（株）長大テック 福岡支店 支店長 浦野　大作 福岡市博多区博多駅南1-3-11
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一般測量 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

（株）アスク設計 代表取締役 田中 孝秀 豊前市大字八屋1648番地の11
関西技術コンサルタント（株）　福岡事務所 営業統括 辻 裕司 福岡市南区井尻一丁目4番9号102

朝倉コンサルタント（株）八女事務所 所長 川口　忠道 八女市山内460-11

（株）サンコンサル　八女営業所 所長 山口　浩茂 八女市川犬536-1

三共測量設計（株）八女営業所 所長 松尾　成男 八女市馬場828番地-1-101
㈱アジア共同設計コンサルタント　九州支社 支社長 本　純治 福岡市博多区博多駅東1-18-25第五博多偕成ビル9F

（株）プロレリック　佐賀営業所 所長 木村　有喬 佐賀県武雄市朝日町甘久2282番地3

ダン企画設計コンサルタント（株） 代表取締役 秋吉　隆利 福岡市博多区那珂二丁目16-14

東日設計コンサルタント（株）九州支店 支店長 下部　順一 福岡市博多区博多駅前四丁目36-32Ｎ・Ｓハカタビル４階

大福コンサルタント（株） 代表取締役社長 福田　真也 鹿児島県鹿児島市東郡元町17番15号

(株）ＵＲリンケージ　九州支社 支社長 安川　弘 福岡市中央区天神三丁目9番33号

（株）大信技術開発　福岡営業所 所長 伊ヶ崎　穣次 福岡市南区花畑２丁目17-31 205

現代測量設計（株） 代表取締役 山崎　貴人 大牟田市大字岬1076-4

（株）アート　熊本支店 支店長 浦壁　晃 熊本県熊本市中央区神水2-13-29ＫＭハイツ202

ジャパンエンジニアリング（株） 代表取締役 渡邊　正温 北九州市八幡西区本城５丁目１番１４号

（株）島田組　九州支店 支店長 塩濱　浩之 久留米市東合川6丁目2-13

国土建設測量設計（株） 代表取締役 佐々木　隆人 朝倉市三奈木2775番地

（株）建設環境研究所　九州支社 支社長 豊國　法文 福岡市博多区奈良屋町２番１号

（株）新日本技術コンサルタント 代表取締役 上野　竜哉 鹿児島市田上八丁目24番21号

（有）シーエスプランニング 取締役社長 黒木　隆幸 福岡市中央区高砂1-6-21
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航空測量 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地
（株）東洋技術コンサルタンツ　筑後営業所 所長 髙木 泰宏 筑後市大字蔵数517番地37
（株）中庭測量コンサルタント　福岡支社 支社長 関屋　保澄 福岡市中央区高砂2-6-4

九州航空（株）　福岡営業所 所長 蔭山 博夫 福岡市南区鶴田2丁目17番22号
（株）埋蔵文化財サポートシステム 福岡支店 支店長 香西　真紀子 筑紫野市美しが丘南7丁目6-5

アジア航測（株）福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号八百治センタービル

昭和（株） 九州支社 支社長 相川　純一 福岡市博多区下川端町3番1号

九州地理情報（株） 代表取締役 三舛　善彦 福岡市東区青葉2-30-1

大成ジオテック（株）八女営業所 所長 森田　謙信 八女市上陽町北川内550-3

日本工営都市空間㈱九州支店 支店長 羽生　誠一郎 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号

中日本航空（株）福岡支店 支店長 増本　勝巳 福岡市博多区博多駅東一丁目14番33号

東亜建設技術（株） 代表取締役 藤田　茂久 福岡市西区西の丘1-7-1

国際航業（株）　福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号

㈱パスコ 福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵3-5-2

写測エンジニアリング（株）福岡支店 支店長 冨永　正俊 福岡市博多区上呉服町11-16

朝日航洋（株）　福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東3-12-1

（株）大高開発　筑後営業所 筑後営業所長 大津留　啓吾 久留米市荒木町荒木561-58

（株）測技 代表取締役 多久島　安孝 宗像市田熊三丁目1-47

（有）永和測量設計 代表取締役 本田　和男 柳川市三橋町今古賀42-1

九州測量設計（株） 代表取締役 興梠　博文 福岡市博多区井相田1-7-7

（株）春日建設エンジニア 代表取締役 中野　猛 春日市春日一丁目38番地
シビックアーツコンサルタント（株）八女営業所 執行役員所長 中野　安久 八女市本町1番地42

㈱イーディシー 代表取締役 大野　剛正 福岡市中央区港一丁目8番4号

（株）フジヤマ　福岡支店 支店長 藤山　直也 福岡市博多区元町1-7-12-201

（株）島田組　九州支店 支店長 塩濱　浩之 久留米市東合川6丁目2-13

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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下水道設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

エイコー･コンサルタンツ（株） 代表取締役 青木　克彦 福岡市南区高宮5丁目10番12号

（株）ダイヤコンサルタント 福岡事務所 所長 中村　勧 福岡市博多区千代五丁目3番19号
（株）吾水総合コンサルタント　福岡支店 支店長 戸川　寛 福岡市博多区東光2-8-17
㈱日本水工コンサルタント 久留米営業所 所長 田中　一雄 福岡県久留米市城南町12-29

（株）オオバ　九州支店 支店長 栗栖　重雄 福岡市中央区大手門1-1-12

（株）建設技術研究所　九州支社 取締役常務執行役員支社長 上村　俊英 福岡市中央区大名2-4-12

（株）協立 八女営業所 所長 星野　真一 八女市立花町原島680-1

（株）溝田設計事務所　八女営業所 所長 溝田　一仁 八女市黒木町田本832-3

（株）ＮＪＳ　九州総合事務所 所長 石井　信次 福岡市博多区冷泉町10-21

㈱東光コンサルタンツ 久留米営業所 所長 安達 知宏 久留米市東合川5-6-32-201

㈱テクノ　筑後八女営業所 所長 角　忠一郎 筑後市大字羽犬塚184番地1
（株）東洋技術コンサルタンツ　筑後営業所 所長 髙木 泰宏 筑後市大字蔵数517番地37

九州建設コンサルタント（株）福岡支店 支店長 藤田　和幸 福岡市早良区次郎丸2丁目1番1号

管清工業（株）九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂5丁目3番13号
エコーエンヂニアリング（株）久留米営業所 営業所長 高山　拓巳 久留米市藤光１丁目14番5号
（株）中庭測量コンサルタント　福岡支社 支社長 関屋　保澄 福岡市中央区高砂2-6-4
アジアエンヂニアリング（株）久留米営業所 営業所長 木下　一光 久留米市天神町122
（株）光エンジニアリング　筑後営業所 所長 山本　和洋 筑後市大字熊野字高銭野1141-5

九州コンサルタント（株） 代表取締役 叶　信彦 福岡市中央区草香江1-1-17
（株）新世コンソーシアム  久留米支店 支店長 牛島　年博 久留米市荒木町荒木1333番地1

（株）日設コンサルタント 代表取締役 伊藤　純仁 福岡市博多区中呉服町1番22号
（株）第一技術コンサルタント　八女営業所 所長 永松　正三 八女市室岡294-3-2F
（株）東亜建設コンサルタント　八女営業所 所長 前園　一幸 八女市本町419-1ｱﾛｰﾌｨｰﾙﾄﾞB201

（株）オービット　筑後営業所 所長 葉石　誠 八女市馬場380番地1

平和測量設計（株）八女支店 支店長 平山　佳広 八女市吉田1149番地1の2サンマリノ吉田A棟102号室

（株）日新技術コンサルタント　久留米出張所 所長 今林　寛之 久留米市田主丸町地徳1923-3
基礎地盤コンサルタンツ（株）九州支社 支社長 白井　康夫 福岡市早良区原2-16-7

（株）西日本測量設計　八女営業所 所長 安岡　亨 八女市馬場534-14

都市企画センター（株） 久留米支店 支店長 尾川 賢次 久留米市江戸屋敷1丁目2番10号
（株）日産技術コンサルタント　九州事務所 所長 濱岡　陽介 福岡市博多区博多駅東一丁目18番25号

（株）エム・ケー・コンサルタント 八女支店 支店長 藤川　慎一郎 八女市岩崎132-1グレイスシャルマン　Ｂ－2

三井共同建設コンサルタント（株）九州支社 支社長 後藤　元樹 福岡市博多区博多駅東2丁目14-1
内外エンジニアリング（株）　福岡支社 執行役員福岡支社長 田上　秀彦 福岡市博多区博多駅南3-20-3

（株）シーマコンサルタント 八女営業所 所長 梅野　慎士 八女市黒木町本分1141-1

（株）三水コンサルタント　西部支社 支社長 住山　真 福岡市博多区中洲5丁目6番28号
（株）アジア建設コンサルタント　八女営業所 所長 竹下　憲治 八女市鵜池14番地1

（株）トキワ・シビル 八女営業所 所長 奥田　厚 八女市上陽町北川内285-5

（株）建設技術センター　八女営業所 所長 吉冨　利信 八女市祈祷院117-2
西鉄シー・イー・コンサルタント（株）八女営業所 所長 白水　和明 八女市龍ケ原292-5　ｻﾝﾏﾘﾉ龍ケ原A棟202号

冨洋設計（株）久留米出張所 所長 久保田　匡郎 久留米市高良内町2994-5

アジア航測（株）福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号八百治センタービル

（株）極東技工コンサルタント  西日本支社 取締役支社長 板東　高史 久留米市宮ノ陣4丁目30番4号

（株）太平設計　久留米営業所 所長 植田　暁人 久留米市御井旗崎一丁目3番6号
（株）ワールドプランニング　筑後営業所 所長 鹿毛　伸男 筑後市大字前津1651-52

（株）エース 九州支社 支社長 宮内　義浩 福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号

（株）日水コン　九州支所 支所長 野田　達也 福岡市博多区祇園町7番20号博多祇園センタープレイス

（株）日建技術コンサルタント　福岡南営業所 所長 藤島　義久 久留米市東合川町422番地8（リーベナラサキ）

（株）ニュージェック 久留米事務所 事務所長 石橋　克彦 久留米市東町2番4号
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　九州事業部 事業部長 棚田　裕宣 福岡市博多区東比恵2-3-7
パシフィックコンサルタンツ㈱　     九州支社 執行役員支社長 中野　卓朗 福岡市博多区博多駅中央街7番21号

E-tecsコンサルタント（株）福岡本社 本社長 益田　康一 福岡市城南区別府4丁目4番4号

日本水工設計（株）九州支社 執行役員支社長 上水流　宏美 福岡市博多区博多駅東2-13-34

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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下水道設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地
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九和設計（株） 代表取締役 香原　靖之 北九州市八幡西区別所町2番38号

オリジナル設計（株）福岡事務所 所長 渡邊　光則 福岡市博多区博多駅前2丁目6番12号

サンコーコンサルタント（株）九州支社 執行役員支社長 里見　武彦 福岡市博多区中洲中島町2番3号

（株）間瀬コンサルタント　福岡支店 支店長 後田　淳 福岡市博多区博多駅東二丁目6番28号

（株）松尾設計　福岡事務所 所長 森　一徳 福岡市南区市崎1-2-8-203

極水設計（株） 代表取締役 志多　充吉 福岡市東区香椎駅前二丁目9番1号
平和総合コンサルタント（株）八女営業所 所長 村坂　康信 八女市納楚625-4　栗原アパート205号

ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）　久留米営業所 久留米営業所長 橋口　弘生 久留米市合川町2138-1

（株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸3-50-20

日本工営（株） 福岡支店 支店長 生島　潤一 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号

㈱パスコ 福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵3-5-2

西日本技術開発（株） 代表取締役 中村　明 福岡市中央区渡辺通1-1-1

川崎地質（株）　九州支社 支社長 原田　克之 福岡市博多区博多駅南一丁目8番34号

朝日航洋（株）　福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東3-12-1

（株）ウエスコ　九州支社 支社長 佐野　茂樹 福岡市博多区博多駅南2-1-9

（株）共栄設計事務所 代表取締役 小宮　晃 福岡市早良区干隈6丁目8番1号

（株）東京設計事務所　筑後事務所 所長 茶村　皇史 筑後市大字和泉613番地5

（株）昭和設計 九州事務所 所長 藤森　久司 福岡市中央区赤坂一丁目5番11号
（株）トーニチコンサルタント 九州支店 支店長 大木　隆 福岡市博多区博多駅前2-6-10

（株）ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ 代表取締役社長 中山　義一 東京都港区芝浦一丁目1-1

（株）タイヨー設計　八女事務所 所長 甲斐田　一樹 八女市岩崎581番地

（株）富士総合技術コンサルタント 代表取締役 水摩　陵 福岡市東区下原1丁目15番20号

（株）ジェーエステック　九州支店 支店長 鬼武　秀吉 久留米市東和町4-4

日鉄鉱コンサルタント（株）九州本社 本社長 牧野　隆吾 福岡市博多区博多駅東2-6-23
（株）旭技研設計コンサルタント 福岡県南事務所 所長 岩崎　正彦 八女市吉田664-1
福岡建設コンサルタント㈱久留米事務所 久留米事務所長 船越　俊輝 久留米市山川沓形町１番４５号

アーバンテクノ（株） 代表取締役 武富　龍馬 福岡市中央区薬院三丁目13番23号

（株）協和コンサルタンツ　九州支社 支社長 齋　藤　直　人 福岡市中央区天神三丁目11番20号

（株）日本インシーク 久留米営業所 所長 古澤　清治 久留米市原古賀町20-1

（株）東亜コンサルタント 代表取締役 松延　岳志 福岡市博多区東比恵3丁目28番10号
（株）復建エンジニヤリング　福岡支社 支社長 森脇　亨 福岡市中央区大名二丁目12番15号

（株）エイト日本技術開発　九州支社 支社長 髙橋　直哉 福岡市博多区住吉三丁目1番80号

（株）千代田コンサルタント　九州支店 支店長 白地　千松 福岡市博多区住吉2丁目2番1号
㈱中央技術コンサルタンツ　福岡支店 支店長 天辰　和弘 福岡市博多区博多駅南1-3-1

（株）フタバ設計 代表取締役 二場　安之 福岡市博多区三筑1-6-14
アズテックコンサルタンツ（株）八女営業所 所長 吉田　慎 八女市立花町谷川838-6
シビックアーツコンサルタント（株）八女営業所 執行役員所長 中野　安久 八女市本町1番地42

メック（株） 代表取締役 髙木　寛 福岡市早良区百道浜2丁目3-33
（株）中央設計技術研究所　福岡事務所 所長 一ノ瀬　旭 福岡市博多区上呉服町１２番３３号

九州水工設計（株）　福岡支店 福岡支店長 青山　忠仁 福岡市博多区博多駅前3-27-18-3F

（株）環境技術研究所 九州支店 支店長 村井　康一 北九州市門司区丸山1丁目23-9

太洋建設コンサルタント㈱ 代表取締役 有田　司 福岡市城南区長尾3-29-27
中日本建設コンサルタント（株）九州事務所 所長 梶原　朋成 福岡市博多区博多駅南一丁目4番4号
関西技術コンサルタント（株）　福岡事務所 営業統括 辻 裕司 福岡市南区井尻一丁目4番9号102

朝倉コンサルタント（株）八女事務所 所長 川口　忠道 八女市山内460-11

（株）サンコンサル　八女営業所 所長 山口　浩茂 八女市川犬536-1

第一復建（株） 代表取締役社長 藤山　勤 福岡市博多区上牟田一丁目17番9号
日本インフラマネジメント（株）九州支店 支店長 中山　勝 福岡市博多区博多駅前4-8-15
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エイコー･コンサルタンツ（株） 代表取締役 青木　克彦 福岡市南区高宮5丁目10番12号

（株）スリーエヌ技術コンサルタント 代表取締役社長 福澤　一博 福岡市博多区東光二丁目１番１３号協栄ビル８階

マサキ測量設計（株）　久留米支店 支店長 佐藤　智裕 久留米市山川追分1-7-18

（株）ダイヤコンサルタント 福岡事務所 所長 中村　勧 福岡市博多区千代五丁目3番19号
グリーン・コンサルタント（株）九州営業所 執行役員所長 小田　英昭 福岡市中央区大手門2-1-34

大栄開発（株）福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町9番13号

大正測量設計（株） 代表取締役 川﨑　信三 福岡市南区皿山3丁目2番56号
㈱日本水工コンサルタント 久留米営業所 所長 田中　一雄 福岡県久留米市城南町12-29

九州電技開発(株) 代表取締役社長 中武　司 福岡市中央区清川2-13-6
（株）オリエンタルコンサルタンツ　九州支社 執行役員九州支社長 薮内　一彦 福岡市博多区博多駅前3-2-8

（株）エスケイエンジニアリング 代表取締役 岩本　徳文 筑紫野市二日市中央一丁目1番50号

日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡五丁目25番25号

（株）協立 八女営業所 所長 星野　真一 八女市立花町原島680-1

（株）溝田設計事務所　八女営業所 所長 溝田　一仁 八女市黒木町田本832-3

㈱東光コンサルタンツ 久留米営業所 所長 安達 知宏 久留米市東合川5-6-32-201

㈱テクノ　筑後八女営業所 所長 角　忠一郎 筑後市大字羽犬塚184番地1
（株）高崎総合コンサルタント 八女事務所 所長 宮崎　信 八女市吉田1149-1-103

（株）都市開発コンサルタント 代表取締役 添島　慎輔 久留米市荒木町荒木1289番地14

九州建設コンサルタント（株）福岡支店 支店長 藤田　和幸 福岡市早良区次郎丸2丁目1番1号
エコーエンヂニアリング（株）久留米営業所 営業所長 高山　拓巳 久留米市藤光１丁目14番5号
（株）中庭測量コンサルタント　福岡支社 支社長 関屋　保澄 福岡市中央区高砂2-6-4

九州コンサルタント（株） 代表取締役 叶　信彦 福岡市中央区草香江1-1-17
（株）新世コンソーシアム  久留米支店 支店長 牛島　年博 久留米市荒木町荒木1333番地1
（株）第一技術コンサルタント　八女営業所 所長 永松　正三 八女市室岡294-3-2F

（株）アオイ 代表取締役 上野  稔 福岡市南区弥永5丁目10-1
（株）東亜建設コンサルタント　八女営業所 所長 前園　一幸 八女市本町419-1ｱﾛｰﾌｨｰﾙﾄﾞB201

（株）大平総合プラン　柳川営業所 所長 中島　一仁 柳川市下宮永町677-1

（株）オービット　筑後営業所 所長 葉石　誠 八女市馬場380番地1

平和測量設計（株）八女支店 支店長 平山　佳広 八女市吉田1149番地1の2サンマリノ吉田A棟102号室

（株）エーワンコンサルタント 八女営業所 所長 古田　光 八女市馬場378-1-102
基礎地盤コンサルタンツ（株）九州支社 支社長 白井　康夫 福岡市早良区原2-16-7

（株）西日本測量設計　八女営業所 所長 安岡　亨 八女市馬場534-14
（株）西部技術コンサルタント 八女営業所 所長 篠原　善美 八女市本町416番地1アローフィールドＡ棟205号

都市企画センター（株） 久留米支店 支店長 尾川 賢次 久留米市江戸屋敷1丁目2番10号
（株）エム・ケー・コンサルタント 八女支店 支店長 藤川　慎一郎 八女市岩崎132-1グレイスシャルマン　Ｂ－2

三井共同建設コンサルタント（株）九州支社 支社長 後藤　元樹 福岡市博多区博多駅東2丁目14-1
内外エンジニアリング（株）　福岡支社 執行役員福岡支社長 田上　秀彦 福岡市博多区博多駅南3-20-3

（株）共和テック　八女営業所 所長 田中　寛敏 八女市平田318

（株）シーマコンサルタント 八女営業所 所長 梅野　慎士 八女市黒木町本分1141-1

（株）セイコー 八女営業所 所長 森　博一 八女市星野村15483
（株）アジア建設コンサルタント　八女営業所 所長 竹下　憲治 八女市鵜池14番地1

（株）トキワ・シビル 八女営業所 所長 奥田　厚 八女市上陽町北川内285-5

（株）建設技術センター　八女営業所 所長 吉冨　利信 八女市祈祷院117-2
西鉄シー・イー・コンサルタント（株）八女営業所 所長 白水　和明 八女市龍ケ原292-5　ｻﾝﾏﾘﾉ龍ケ原A棟202号

大和コンサル（株）八女営業所 所長 杉　功太郎 八女市今福1265番地1

（株）太平設計　久留米営業所 所長 植田　暁人 久留米市御井旗崎一丁目3番6号

（株）エース 九州支社 支社長 宮内　義浩 福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号

（株）技術開発コンサルタント 代表取締役 木原　泰信 福岡市博多区上呉服町12－8
（株）日建技術コンサルタント　福岡南営業所 所長 藤島　義久 久留米市東合川町422番地8（リーベナラサキ）

（株）東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州支社 支社長 福元　秀一郎 福岡市博多区博多駅南2丁目12番3号
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　九州事業部 事業部長 棚田　裕宣 福岡市博多区東比恵2-3-7

復建調査設計（株）九州支社 執行役員支社長 後藤　正孝 福岡市博多区博多駅東3-12-24

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

（株）福山コンサルタント 代表取締役社長 福島　宏治 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号

E-tecsコンサルタント（株）福岡本社 本社長 益田　康一 福岡市城南区別府4丁目4番4号

大成ジオテック（株）八女営業所 所長 森田　謙信 八女市上陽町北川内550-3
（株）九州開発エンジニヤリング  福岡支店 支店長 原田　康行 福岡市博多区博多駅前4-4-23

中央開発㈱　九州支社 支社長 髙 田　誠 福岡市城南区鳥飼6-3-27

中日本航空（株）福岡支店 支店長 増本　勝巳 福岡市博多区博多駅東一丁目14番33号

九和設計（株） 代表取締役 香原　靖之 北九州市八幡西区別所町2番38号

中央コンサルタンツ（株）福岡支店 執行役員支店長 愛敬　圭二 福岡市博多区冷泉町2番1号

サンコーコンサルタント（株）九州支社 執行役員支社長 里見　武彦 福岡市博多区中洲中島町2番3号

第一総合技術（株） 代表取締役 佐藤　幸一 福岡市博多区諸岡1丁目7番25号

（株）間瀬コンサルタント　福岡支店 支店長 後田　淳 福岡市博多区博多駅東二丁目6番28号

大日本コンサルタント（株）　九州支社 執行役員支社長 友光　宏実 福岡市博多区東比恵4-2-10

東亜建設技術（株） 代表取締役 藤田　茂久 福岡市西区西の丘1-7-1

国際航業（株）　福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号

（株）松尾設計　福岡事務所 所長 森　一徳 福岡市南区市崎1-2-8-203
セントラルコンサルタント(株) 九州支社 取締役支社長 小　川　一　郎 福岡市博多区博多駅東2-14-1
平和総合コンサルタント（株）八女営業所 所長 村坂　康信 八女市納楚625-4　栗原アパート205号

ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）　久留米営業所 久留米営業所長 橋口　弘生 久留米市合川町2138-1

日本工営（株） 福岡支店 支店長 生島　潤一 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号

西日本技術開発（株） 代表取締役 中村　明 福岡市中央区渡辺通1-1-1
（株）久栄綜合コンサルタント 八女営業所 所長 大隈　龍一 八女市室岡529

明治コンサルタント（株）久留米営業所 所長 秋元　暢亮 久留米市合川町102-10

（株）ウエスコ　九州支社 支社長 佐野　茂樹 福岡市博多区博多駅南2-1-9

（株）共栄設計事務所 代表取締役 小宮　晃 福岡市早良区干隈6丁目8番1号

（株）ケー・シー・エス　九州支社 支社長 松本　好史 福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号

産業開発コンサルタント㈱ 代表取締役 力丸　明徳 福岡市東区筥松三丁目13番9号
（株）サーベイリサーチセンター　九州事務所 所長 林　雅保 福岡市博多区博多駅東2丁目6番26号

（株）カミナガ 代表取締役 古賀　俊行 福岡市博多区東比恵2-7-13

ダン技術設計（株） 代表取締役 小玉　純士 福岡市南区塩原三丁目8番28号
（株）トーニチコンサルタント 九州支店 支店長 大木　隆 福岡市博多区博多駅前2-6-10

（株）タイヨー設計　八女事務所 所長 甲斐田　一樹 八女市岩崎581番地

（株）ジェーエステック　九州支店 支店長 鬼武　秀吉 久留米市東和町4-4

日鉄鉱コンサルタント（株）九州本社 本社長 牧野　隆吾 福岡市博多区博多駅東2-6-23

応用地質（株）　九州事務所 事務所長 桝岡　謙治 福岡市博多区住吉3－1－80オヌキ新博多ビル３階

福岡建設コンサルタント㈱久留米事務所 久留米事務所長 船越　俊輝 久留米市山川沓形町１番４５号

アーバンテクノ（株） 代表取締役 武富　龍馬 福岡市中央区薬院三丁目13番23号

精工Ｃ＆Ｃ（株）久留米支店 久留米支店長 池田　一吉 久留米市国分町1324-6

（株）大高開発　筑後営業所 筑後営業所長 大津留　啓吾 久留米市荒木町荒木561-58

（株）日本インシーク 久留米営業所 所長 古澤　清治 久留米市原古賀町20-1

（株）東亜コンサルタント 代表取締役 松延　岳志 福岡市博多区東比恵3丁目28番10号
八千代エンジニヤリング（株）九州支店 取締役 執行役員支店長 眞間　修一 福岡市中央区舞鶴3-9-39
（株）アーバントラフィックエンジニアリング 福岡事務所 所長 嶋村　泰弘 福岡市中央区大宮1-4-34
（株）復建エンジニヤリング　福岡支社 支社長 森脇　亨 福岡市中央区大名二丁目12番15号

ニチレキ（株）九州支店 支店長 長澤　勇 福岡市東区香椎浜ふ頭2-3-17

(株)長大 福岡支社 支社長 笠井　茂夫 福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号

（一財）日本気象協会　九州支社 支社長 小野　和也 福岡市早良区西新一丁目10番27号

（株）エイト日本技術開発　九州支社 支社長 髙橋　直哉 福岡市博多区住吉三丁目1番80号

西日本建技（株） 代表取締役 毛利　哲也 福岡市博多区博多駅東1丁目13番6号

㈱アイエステー 福岡支店 支店長 江藤　大 福岡市中央区大名2丁目10番1号シャンボール大名　A-608

（株）原田設計 代表取締役 原田　誠 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富1289番地

アズテックコンサルタンツ（株）八女営業所 所長 吉田　慎 八女市立花町谷川838-6
シビックアーツコンサルタント（株）八女営業所 執行役員所長 中野　安久 八女市本町1番地42
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道路設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

（株）永大開発コンサルタント 代表取締役 佐々木　靖彦 飯塚市菰田東2丁目22番55号

いであ（株）九州支店 支店長 松本　達郎 福岡市東区東浜1-5-12

（株）唯設計事務所 代表取締役 長濱　大輔 福岡市博多区博多駅前2丁目7番14号

ジオ・サーチ（株） 九州事務所 事務所長 弘中　靖志 福岡市中央区天神三丁目4番7号
（株）三祐コンサルタンツ　福岡事務所 所長 成末　則之 久留米市三潴町田川922-16

（株）アップス 代表取締役 山下 昭良 日向市大字財光寺377番地1

九州水工設計（株）　福岡支店 福岡支店長 青山　忠仁 福岡市博多区博多駅前3-27-18-3F

ライト工業（株） 九州統括支店 執行役員支店長 石丸　孝幸 福岡市中央区大名2-11-21

東亜コンサルタント（株）福岡支店 執行役員福岡支店長 中濃　耕司 福岡市博多区博多駅東3丁目12番24号博多駅東QRﾋﾞﾙ10階

中央復建コンサルタンツ（株）九州支社 取締役九州支社長 西垣　勝俊 福岡市博多区祇園町4-61FORECAST博多祇園

㈱イーディシー 代表取締役 大野　剛正 福岡市中央区港一丁目8番4号

太洋建設コンサルタント㈱ 代表取締役 有田　司 福岡市城南区長尾3-29-27
中日本建設コンサルタント（株）九州事務所 所長 梶原　朋成 福岡市博多区博多駅南一丁目4番4号

（株）長大テック 福岡支店 支店長 浦野　大作 福岡市博多区博多駅南1-3-11

朝倉コンサルタント（株）八女事務所 所長 川口　忠道 八女市山内460-11

（株）サンコンサル　八女営業所 所長 山口　浩茂 八女市川犬536-1

第一復建（株） 代表取締役社長 藤山　勤 福岡市博多区上牟田一丁目17番9号
日本インフラマネジメント（株）九州支店 支店長 中山　勝 福岡市博多区博多駅前4-8-15
㈱アジア共同設計コンサルタント　九州支社 支社長 本　純治 福岡市博多区博多駅東1-18-25第五博多偕成ビル9F

（株）プロレリック　佐賀営業所 所長 木村　有喬 佐賀県武雄市朝日町甘久2282番地3

東日設計コンサルタント（株）九州支店 支店長 下部　順一 福岡市博多区博多駅前四丁目36-32Ｎ・Ｓハカタビル４階

大福コンサルタント（株） 代表取締役社長 福田　真也 鹿児島県鹿児島市東郡元町17番15号

(株）ＵＲリンケージ　九州支社 支社長 安川　弘 福岡市中央区天神三丁目9番33号

（株）大信技術開発　福岡営業所 所長 伊ヶ崎　穣次 福岡市南区花畑２丁目17-31 205

（株）フジヤマ　福岡支店 支店長 藤山　直也 福岡市博多区元町1-7-12-201

（株）建設環境研究所　九州支社 支社長 豊國　法文 福岡市博多区奈良屋町２番１号

（株）新日本技術コンサルタント 代表取締役 上野　竜哉 鹿児島市田上八丁目24番21号
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河川設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

エイコー･コンサルタンツ（株） 代表取締役 青木　克彦 福岡市南区高宮5丁目10番12号

（株）スリーエヌ技術コンサルタント 代表取締役社長 福澤　一博 福岡市博多区東光二丁目１番１３号協栄ビル８階

大栄開発（株）福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町9番13号

大正測量設計（株） 代表取締役 川﨑　信三 福岡市南区皿山3丁目2番56号
（株）オリエンタルコンサルタンツ　九州支社 執行役員九州支社長 薮内　一彦 福岡市博多区博多駅前3-2-8

（株）エスケイエンジニアリング 代表取締役 岩本　徳文 筑紫野市二日市中央一丁目1番50号

日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡五丁目25番25号

（株）協立 八女営業所 所長 星野　真一 八女市立花町原島680-1

（株）溝田設計事務所　八女営業所 所長 溝田　一仁 八女市黒木町田本832-3

㈱東光コンサルタンツ 久留米営業所 所長 安達 知宏 久留米市東合川5-6-32-201
（株）高崎総合コンサルタント 八女事務所 所長 宮崎　信 八女市吉田1149-1-103

九州建設コンサルタント（株）福岡支店 支店長 藤田　和幸 福岡市早良区次郎丸2丁目1番1号

（株）ベクトル　久留米営業所 所長 高田　富士男 久留米市田主丸町田主丸423-14
アジアエンヂニアリング（株）久留米営業所 営業所長 木下　一光 久留米市天神町122

（株）日設コンサルタント 代表取締役 伊藤　純仁 福岡市博多区中呉服町1番22号

（株）大平総合プラン　柳川営業所 所長 中島　一仁 柳川市下宮永町677-1
（株）エーワンコンサルタント 八女営業所 所長 古田　光 八女市馬場378-1-102
基礎地盤コンサルタンツ（株）九州支社 支社長 白井　康夫 福岡市早良区原2-16-7

（株）日さく　九州営業所 所長 永安　裕次郎 福岡市博多区那珂三丁目21番29号

（株）西日本測量設計　八女営業所 所長 安岡　亨 八女市馬場534-14
（株）西部技術コンサルタント 八女営業所 所長 篠原　善美 八女市本町416番地1アローフィールドＡ棟205号

（株）エム・ケー・コンサルタント 八女支店 支店長 藤川　慎一郎 八女市岩崎132-1グレイスシャルマン　Ｂ－2

三井共同建設コンサルタント（株）九州支社 支社長 後藤　元樹 福岡市博多区博多駅東2丁目14-1
内外エンジニアリング（株）　福岡支社 執行役員福岡支社長 田上　秀彦 福岡市博多区博多駅南3-20-3

（株）共和テック　八女営業所 所長 田中　寛敏 八女市平田318
（株）アジア建設コンサルタント　八女営業所 所長 竹下　憲治 八女市鵜池14番地1

（株）トキワ・シビル 八女営業所 所長 奥田　厚 八女市上陽町北川内285-5
（株）極東技工コンサルタント  西日本支社 取締役支社長 板東　高史 久留米市宮ノ陣4丁目30番4号

大和コンサル（株）八女営業所 所長 杉　功太郎 八女市今福1265番地1

（株）エース 九州支社 支社長 宮内　義浩 福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号

（株）技術開発コンサルタント 代表取締役 木原　泰信 福岡市博多区上呉服町12－8

（株）日水コン　九州支所 支所長 野田　達也 福岡市博多区祇園町7番20号博多祇園センタープレイス

（株）東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州支社 支社長 福元　秀一郎 福岡市博多区博多駅南2丁目12番3号
パシフィックコンサルタンツ㈱　     九州支社 執行役員支社長 中野　卓朗 福岡市博多区博多駅中央街7番21号

E-tecsコンサルタント（株）福岡本社 本社長 益田　康一 福岡市城南区別府4丁目4番4号

中央開発㈱　九州支社 支社長 髙 田　誠 福岡市城南区鳥飼6-3-27

中日本航空（株）福岡支店 支店長 増本　勝巳 福岡市博多区博多駅東一丁目14番33号

中央コンサルタンツ（株）福岡支店 執行役員支店長 愛敬　圭二 福岡市博多区冷泉町2番1号

第一総合技術（株） 代表取締役 佐藤　幸一 福岡市博多区諸岡1丁目7番25号

大日本コンサルタント（株）　九州支社 執行役員支社長 友光　宏実 福岡市博多区東比恵4-2-10

東亜建設技術（株） 代表取締役 藤田　茂久 福岡市西区西の丘1-7-1
セントラルコンサルタント(株) 九州支社 取締役支社長 小　川　一　郎 福岡市博多区博多駅東2-14-1

日本工営（株） 福岡支店 支店長 生島　潤一 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号

西日本技術開発（株） 代表取締役 中村　明 福岡市中央区渡辺通1-1-1

明治コンサルタント（株）久留米営業所 所長 秋元　暢亮 久留米市合川町102-10

川崎地質（株）　九州支社 支社長 原田　克之 福岡市博多区博多駅南一丁目8番34号

（株）カミナガ 代表取締役 古賀　俊行 福岡市博多区東比恵2-7-13

ダン技術設計（株） 代表取締役 小玉　純士 福岡市南区塩原三丁目8番28号

日本基礎技術（株）　九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘５丁目28-6

（株）ジェーエステック　九州支店 支店長 鬼武　秀吉 久留米市東和町4-4

日鉄鉱コンサルタント（株）九州本社 本社長 牧野　隆吾 福岡市博多区博多駅東2-6-23

応用地質（株）　九州事務所 事務所長 桝岡　謙治 福岡市博多区住吉3－1－80オヌキ新博多ビル３階

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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河川設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

国土防災技術（株）福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町一丁目2番3号

（株）静環検査センター　福岡支店 支店長 小谷　聖滋 福岡市博多区博多駅南6-4-25

（一財）日本気象協会　九州支社 支社長 小野　和也 福岡市早良区西新一丁目10番27号

キタイ設計（株）福岡事務所 所長 野崎　修作 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39

（株）千代田コンサルタント　九州支店 支店長 白地　千松 福岡市博多区住吉2丁目2番1号

西日本建技（株） 代表取締役 毛利　哲也 福岡市博多区博多駅東1丁目13番6号

㈱中央技術コンサルタンツ　福岡支店 支店長 天辰　和弘 福岡市博多区博多駅南1-3-1

（株）フタバ設計 代表取締役 二場　安之 福岡市博多区三筑1-6-14

㈱アイエステー 福岡支店 支店長 江藤　大 福岡市中央区大名2丁目10番1号シャンボール大名　A-608

シビックアーツコンサルタント（株）八女営業所 執行役員所長 中野　安久 八女市本町1番地42

（株）永大開発コンサルタント 代表取締役 佐々木　靖彦 飯塚市菰田東2丁目22番55号

いであ（株）九州支店 支店長 松本　達郎 福岡市東区東浜1-5-12

メック（株） 代表取締役 髙木　寛 福岡市早良区百道浜2丁目3-33
（株）三祐コンサルタンツ　福岡事務所 所長 成末　則之 久留米市三潴町田川922-16

東亜コンサルタント（株）福岡支店 執行役員福岡支店長 中濃　耕司 福岡市博多区博多駅東3丁目12番24号博多駅東QRﾋﾞﾙ10階

中央復建コンサルタンツ（株）九州支社 取締役九州支社長 西垣　勝俊 福岡市博多区祇園町4-61FORECAST博多祇園

太洋建設コンサルタント㈱ 代表取締役 有田　司 福岡市城南区長尾3-29-27
中日本建設コンサルタント（株）九州事務所 所長 梶原　朋成 福岡市博多区博多駅南一丁目4番4号

（株）サンコンサル　八女営業所 所長 山口　浩茂 八女市川犬536-1

第一復建（株） 代表取締役社長 藤山　勤 福岡市博多区上牟田一丁目17番9号
日本インフラマネジメント（株）九州支店 支店長 中山　勝 福岡市博多区博多駅前4-8-15

東日設計コンサルタント（株）九州支店 支店長 下部　順一 福岡市博多区博多駅前四丁目36-32Ｎ・Ｓハカタビル４階

大福コンサルタント（株） 代表取締役社長 福田　真也 鹿児島県鹿児島市東郡元町17番15号

（株）大信技術開発　福岡営業所 所長 伊ヶ崎　穣次 福岡市南区花畑２丁目17-31 205

（株）建設環境研究所　九州支社 支社長 豊國　法文 福岡市博多区奈良屋町２番１号

（株）新日本技術コンサルタント 代表取締役 上野　竜哉 鹿児島市田上八丁目24番21号
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農業土木設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）スリーエヌ技術コンサルタント 代表取締役社長 福澤　一博 福岡市博多区東光二丁目１番１３号協栄ビル８階

大栄開発（株）福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町9番13号

大正測量設計（株） 代表取締役 川﨑　信三 福岡市南区皿山3丁目2番56号

ＮＴＣコンサルタンツ(株) 九州支社 支社長 安藤　嘉章 福岡市博多区博多駅東三丁目1番26号

㈱日本水工コンサルタント 久留米営業所 所長 田中　一雄 福岡県久留米市城南町12-29

（株）建設技術研究所　九州支社 取締役常務執行役員支社長 上村　俊英 福岡市中央区大名2-4-12

（株）協立 八女営業所 所長 星野　真一 八女市立花町原島680-1
（株）高崎総合コンサルタント 八女事務所 所長 宮崎　信 八女市吉田1149-1-103
（株）ジオテック技術士事務所　久留米営業所 所長 池松 昭 久留米市城島町江上本３４９

日化エンジニアリング（株）九州支社 取締役支社長 田口　清隆 福岡市博多区博多駅東2-6-26
アジアエンヂニアリング（株）久留米営業所 営業所長 木下　一光 久留米市天神町122

（株）日設コンサルタント 代表取締役 伊藤　純仁 福岡市博多区中呉服町1番22号
（株）東亜建設コンサルタント　八女営業所 所長 前園　一幸 八女市本町419-1ｱﾛｰﾌｨｰﾙﾄﾞB201

三和測量有限会社 取締役社長 板野　司 久留米市東櫛原町314番地4

平和測量設計（株）八女支店 支店長 平山　佳広 八女市吉田1149番地1の2サンマリノ吉田A棟102号室

（株）西部技術コンサルタント 八女営業所 所長 篠原　善美 八女市本町416番地1アローフィールドＡ棟205号

内外エンジニアリング（株）　福岡支社 執行役員福岡支社長 田上　秀彦 福岡市博多区博多駅南3-20-3

（株）シーマコンサルタント 八女営業所 所長 梅野　慎士 八女市黒木町本分1141-1

大和コンサル（株）八女営業所 所長 杉　功太郎 八女市今福1265番地1

（株）技術開発コンサルタント 代表取締役 木原　泰信 福岡市博多区上呉服町12－8

（株）大建 代表取締役 松　尾　憲　親 福岡市早良区南庄2-9-12

（一財）九州環境管理協会 理事長 百島 則幸 福岡市東区松香台1-10-1

中央コンサルタンツ（株）福岡支店 執行役員支店長 愛敬　圭二 福岡市博多区冷泉町2番1号
ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）　久留米営業所 久留米営業所長 橋口　弘生 久留米市合川町2138-1
（株）久栄綜合コンサルタント 八女営業所 所長 大隈　龍一 八女市室岡529

新日本グラウト工業（株） 代表取締役 山本　晋也 福岡市南区清水1-15-18

（株）カミナガ 代表取締役 古賀　俊行 福岡市博多区東比恵2-7-13

（株）イビソク　福岡営業所 所長 山城　健二朗 福岡市南区井尻4丁目42番地25号102号

豊栄コンサルタント（株） 代表取締役 佐々木　洋一 福岡市博多区空港前2丁目3-18

日本基礎技術（株）　九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘５丁目28-6

国土防災技術（株）福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町一丁目2番3号

（株）日本インシーク 久留米営業所 所長 古澤　清治 久留米市原古賀町20-1

（一財）日本気象協会　九州支社 支社長 小野　和也 福岡市早良区西新一丁目10番27号

キタイ設計（株）福岡事務所 所長 野崎　修作 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39

西日本建技（株） 代表取締役 毛利　哲也 福岡市博多区博多駅東1丁目13番6号

㈱中央技術コンサルタンツ　福岡支店 支店長 天辰　和弘 福岡市博多区博多駅南1-3-1

（株）フタバ設計 代表取締役 二場　安之 福岡市博多区三筑1-6-14
アズテックコンサルタンツ（株）八女営業所 所長 吉田　慎 八女市立花町谷川838-6
（株）三祐コンサルタンツ　福岡事務所 所長 成末　則之 久留米市三潴町田川922-16

（株）アップス 代表取締役 山下 昭良 日向市大字財光寺377番地1

福岡県土地改良事業団体連合会 会長 新川　久三 福岡市博多区千代4-4-28
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造園設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）オオバ　九州支店 支店長 栗栖　重雄 福岡市中央区大手門1-1-12

ランドブレイン（株）福岡事務所 所長 堀口　悟 福岡市中央区天神4-8-25
三井共同建設コンサルタント（株）九州支社 支社長 後藤　元樹 福岡市博多区博多駅東2丁目14-1

（株）エスティ環境設計研究所 代表取締役 澁江　章子 福岡市博多区須崎町12-8

昭和（株） 九州支社 支社長 相川　純一 福岡市博多区下川端町3番1号

（株）総合設計研究所　九州事務所 九州事務所長 松山　美子 福岡市中央区薬院4-1-10

（株）緑景　　九州事務所 所長 平地　隆仁 福岡市中央区天神2-14-38
パシフィックコンサルタンツ㈱　     九州支社 執行役員支社長 中野　卓朗 福岡市博多区博多駅中央街7番21号

日本工営都市空間㈱九州支店 支店長 羽生　誠一郎 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号

（株）森緑地設計事務所　福岡事務所 福岡事務所長 今泉 智之 福岡市博多区千代四丁目29番46号

㈱環ヴィトｰム　福岡設計室 室長 亀谷　一郎 福岡市南区大橋1-2-3

写測エンジニアリング（株）福岡支店 支店長 冨永　正俊 福岡市博多区上呉服町11-16

（株）修復技術システム 代表取締役 小西　龍三郎 福岡市博多区奈良屋町5番10号

（株）協和コンサルタンツ　九州支社 支社長 齋　藤　直　人 福岡市中央区天神三丁目11番20号

（株）アーバンデザインコンサルタント 代表取締役 大杉　哲哉 福岡市博多区古門戸町7番3号

キタイ設計（株）福岡事務所 所長 野崎　修作 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39

（株）アービカルネット 代表取締役 新田　裕司 福岡市中央区大名二丁目4-30-3Ｆ

（株）フジヤマ　福岡支店 支店長 藤山　直也 福岡市博多区元町1-7-12-201

（株）建設環境研究所　九州支社 支社長 豊國　法文 福岡市博多区奈良屋町２番１号
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上水道設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地
㈱日本水工コンサルタント 久留米営業所 所長 田中　一雄 福岡県久留米市城南町12-29

（株）建設技術研究所　九州支社 取締役常務執行役員支社長 上村　俊英 福岡市中央区大名2-4-12

（株）ＮＪＳ　九州総合事務所 所長 石井　信次 福岡市博多区冷泉町10-21
（株）東洋技術コンサルタンツ　筑後営業所 所長 髙木 泰宏 筑後市大字蔵数517番地37
エコーエンヂニアリング（株）久留米営業所 営業所長 高山　拓巳 久留米市藤光１丁目14番5号
アジアエンヂニアリング（株）久留米営業所 営業所長 木下　一光 久留米市天神町122
（株）光エンジニアリング　筑後営業所 所長 山本　和洋 筑後市大字熊野字高銭野1141-5

九州コンサルタント（株） 代表取締役 叶　信彦 福岡市中央区草香江1-1-17

福高総合技術コンサルタント（株） 代表取締役 高倉　力矢 福岡市博多区中洲中島町4-23
（株）第一技術コンサルタント　八女営業所 所長 永松　正三 八女市室岡294-3-2F

フジ地中情報（株）九州支店 支店長 吉田　高文 福岡市南区横手1-12-48
（株）日新技術コンサルタント　久留米出張所 所長 今林　寛之 久留米市田主丸町地徳1923-3
（株）日産技術コンサルタント　九州事務所 所長 濱岡　陽介 福岡市博多区博多駅東一丁目18番25号

（株）三水コンサルタント　西部支社 支社長 住山　真 福岡市博多区中洲5丁目6番28号

（株）トキワ・シビル 八女営業所 所長 奥田　厚 八女市上陽町北川内285-5

冨洋設計（株）久留米出張所 所長 久保田　匡郎 久留米市高良内町2994-5
（株）極東技工コンサルタント  西日本支社 取締役支社長 板東　高史 久留米市宮ノ陣4丁目30番4号

（株）太平設計　久留米営業所 所長 植田　暁人 久留米市御井旗崎一丁目3番6号

（株）エース 九州支社 支社長 宮内　義浩 福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号

（株）日水コン　九州支所 支所長 野田　達也 福岡市博多区祇園町7番20号博多祇園センタープレイス

（株）日建技術コンサルタント　福岡南営業所 所長 藤島　義久 久留米市東合川町422番地8（リーベナラサキ）

（株）ニュージェック 久留米事務所 事務所長 石橋　克彦 久留米市東町2番4号
パシフィックコンサルタンツ㈱　     九州支社 執行役員支社長 中野　卓朗 福岡市博多区博多駅中央街7番21号

日本水工設計（株）九州支社 執行役員支社長 上水流　宏美 福岡市博多区博多駅東2-13-34

九和設計（株） 代表取締役 香原　靖之 北九州市八幡西区別所町2番38号

オリジナル設計（株）福岡事務所 所長 渡邊　光則 福岡市博多区博多駅前2丁目6番12号

サンコーコンサルタント（株）九州支社 執行役員支社長 里見　武彦 福岡市博多区中洲中島町2番3号

（株）間瀬コンサルタント　福岡支店 支店長 後田　淳 福岡市博多区博多駅東二丁目6番28号

（株）松尾設計　福岡事務所 所長 森　一徳 福岡市南区市崎1-2-8-203

㈱パスコ 福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵3-5-2

（株）ウエスコ　九州支社 支社長 佐野　茂樹 福岡市博多区博多駅南2-1-9

（株）東京設計事務所　筑後事務所 所長 茶村　皇史 筑後市大字和泉613番地5

（株）タイヨー設計　八女事務所 所長 甲斐田　一樹 八女市岩崎581番地

（株）富士総合技術コンサルタント 代表取締役 水摩　陵 福岡市東区下原1丁目15番20号

（株）ジェーエステック　九州支店 支店長 鬼武　秀吉 久留米市東和町4-4
（株）旭技研設計コンサルタント 福岡県南事務所 所長 岩崎　正彦 八女市吉田664-1
福岡建設コンサルタント㈱久留米事務所 久留米事務所長 船越　俊輝 久留米市山川沓形町１番４５号

アーバンテクノ（株） 代表取締役 武富　龍馬 福岡市中央区薬院三丁目13番23号
（株）中央設計技術研究所　福岡事務所 所長 一ノ瀬　旭 福岡市博多区上呉服町１２番３３号

九州水工設計（株）　福岡支店 福岡支店長 青山　忠仁 福岡市博多区博多駅前3-27-18-3F
中日本建設コンサルタント（株）九州事務所 所長 梶原　朋成 福岡市博多区博多駅南一丁目4番4号
関西技術コンサルタント（株）　福岡事務所 営業統括 辻 裕司 福岡市南区井尻一丁目4番9号102

朝倉コンサルタント（株）八女事務所 所長 川口　忠道 八女市山内460-11

ジャパンエンジニアリング（株） 代表取締役 渡邊　正温 北九州市八幡西区本城５丁目１番１４号
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都市計画設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

ＮＴＣコンサルタンツ(株) 九州支社 支社長 安藤　嘉章 福岡市博多区博多駅東三丁目1番26号

（株）オオバ　九州支店 支店長 栗栖　重雄 福岡市中央区大手門1-1-12
（株）オリエンタルコンサルタンツ　九州支社 執行役員九州支社長 薮内　一彦 福岡市博多区博多駅前3-2-8

ランドブレイン（株）福岡事務所 所長 堀口　悟 福岡市中央区天神4-8-25

（株）梓設計　九州支社 執行役員支社長 渡邊　誠 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号

（株）よかネット 代表取締役 山辺　眞一 福岡市博多区中洲中島町3番8号
（株）中庭測量コンサルタント　福岡支社 支社長 関屋　保澄 福岡市中央区高砂2-6-4

都市企画センター（株） 久留米支店 支店長 尾川 賢次 久留米市江戸屋敷1丁目2番10号
三井共同建設コンサルタント（株）九州支社 支社長 後藤　元樹 福岡市博多区博多駅東2丁目14-1

（株）エスティ環境設計研究所 代表取締役 澁江　章子 福岡市博多区須崎町12-8

（株）三座建築事務所 九州事務所 九州事務所長 百武　篤 福岡市博多区下川端町10-5博多麹屋番ビル

（株）建設技術センター　八女営業所 所長 吉冨　利信 八女市祈祷院117-2

アジア航測（株）福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号八百治センタービル

昭和（株） 九州支社 支社長 相川　純一 福岡市博多区下川端町3番1号

（株）アール・アイ・エー　九州支社 支社長 鷲田　靖之 福岡市博多区博多駅前一丁目21番28号

（株）日本設計　九州支社 支社長 清水　里司 福岡市中央区天神一丁目13番2号

（株）佐藤総合計画　九州オフィス 執行役員九州オフィス代表 嶋田　秀雄 福岡市博多区店屋町5番18号

（株）総合設計研究所　九州事務所 九州事務所長 松山　美子 福岡市中央区薬院4-1-10
（株）市浦ハウジング＆プランニング　福岡支店 支店長 高屋　宏 福岡市博多区美野島一丁目2番8号

（株）ニュージェック 久留米事務所 事務所長 石橋　克彦 久留米市東町2番4号

（株）大建 代表取締役 松　尾　憲　親 福岡市早良区南庄2-9-12

（株）緑景　　九州事務所 所長 平地　隆仁 福岡市中央区天神2-14-38
パシフィックコンサルタンツ㈱　     九州支社 執行役員支社長 中野　卓朗 福岡市博多区博多駅中央街7番21号

復建調査設計（株）九州支社 執行役員支社長 後藤　正孝 福岡市博多区博多駅東3-12-24

（株）福山コンサルタント 代表取締役社長 福島　宏治 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号

大成ジオテック（株）八女営業所 所長 森田　謙信 八女市上陽町北川内550-3

日本工営都市空間㈱九州支店 支店長 羽生　誠一郎 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号

中央開発㈱　九州支社 支社長 髙 田　誠 福岡市城南区鳥飼6-3-27

（株）山下設計　九州支社 取締役常務執行役員支社長 成田　憲泰 福岡市博多区御供所町3-21

（株）東畑建築事務所　九州オフィス 執行役員代表 河野　和久 福岡市博多区住吉3-1-1

（株）石本建築事務所　九州オフィス オフィス代表 上川　滋 福岡市中央区天神4-6-7天神クリスタルビル

（株）大建設計　九州事務所 九州事務所長 田嶋　慎也 福岡市博多区住吉3丁目1番1号富士フイルム福岡ビル内

中央コンサルタンツ（株）福岡支店 執行役員支店長 愛敬　圭二 福岡市博多区冷泉町2番1号

（株）森緑地設計事務所　福岡事務所 福岡事務所長 今泉 智之 福岡市博多区千代四丁目29番46号

サンコーコンサルタント（株）九州支社 執行役員支社長 里見　武彦 福岡市博多区中洲中島町2番3号

大日本コンサルタント（株）　九州支社 執行役員支社長 友光　宏実 福岡市博多区東比恵4-2-10

東亜建設技術（株） 代表取締役 藤田　茂久 福岡市西区西の丘1-7-1

国際航業（株）　福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号

セントラルコンサルタント(株) 九州支社 取締役支社長 小　川　一　郎 福岡市博多区博多駅東2-14-1

日本工営（株） 福岡支店 支店長 生島　潤一 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号

㈱パスコ 福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵3-5-2

西日本技術開発（株） 代表取締役 中村　明 福岡市中央区渡辺通1-1-1

㈱環ヴィトｰム　福岡設計室 室長 亀谷　一郎 福岡市南区大橋1-2-3

日本都市技術（株）西日本支社 支社長 堀川　博利 福岡市博多区博多駅前一丁目4番1号

（株）都市環境研究所　九州事務所 取締役九州事務所所長 赤松　悟 福岡市博多区綱場町5番15号

写測エンジニアリング（株）福岡支店 支店長 冨永　正俊 福岡市博多区上呉服町11-16

朝日航洋（株）　福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東3-12-1

（株）ウエスコ　九州支社 支社長 佐野　茂樹 福岡市博多区博多駅南2-1-9

（株）ケー・シー・エス　九州支社 支社長 松本　好史 福岡市博多区博多駅前1丁目4番4号

（株）久米設計 九州支社 執行役員九州支社支社長 髙﨑　強 福岡市中央区天神1-2-12
（株）サーベイリサーチセンター　九州事務所 所長 林　雅保 福岡市博多区博多駅東2丁目6番26号

グローバル・ライフ・サポート（株） 代表取締役 日暮　光一郎 福岡市博多区綱場町5番1号

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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都市計画設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

（株）昭和設計 九州事務所 所長 藤森　久司 福岡市中央区赤坂一丁目5番11号
（株）トーニチコンサルタント 九州支店 支店長 大木　隆 福岡市博多区博多駅前2-6-10

（株）イビソク　福岡営業所 所長 山城　健二朗 福岡市南区井尻4丁目42番地25号102号

新日本測量設計（株） 代表取締役 桑野　壮平 福岡市博多区竹丘町2丁目1番20号

（株）協和コンサルタンツ　九州支社 支社長 齋　藤　直　人 福岡市中央区天神三丁目11番20号

（株）アーバンデザインコンサルタント 代表取締役 大杉　哲哉 福岡市博多区古門戸町7番3号
八千代エンジニヤリング（株）九州支店 取締役 執行役員支店長 眞間　修一 福岡市中央区舞鶴3-9-39
（株）アーバントラフィックエンジニアリング 福岡事務所 所長 嶋村　泰弘 福岡市中央区大宮1-4-34
（株）復建エンジニヤリング　福岡支社 支社長 森脇　亨 福岡市中央区大名二丁目12番15号

(株)長大 福岡支社 支社長 笠井　茂夫 福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号

（株）エイト日本技術開発　九州支社 支社長 髙橋　直哉 福岡市博多区住吉三丁目1番80号

（株）千代田コンサルタント　九州支店 支店長 白地　千松 福岡市博多区住吉2丁目2番1号

（株）醇まちづくり技術研究所 代表取締役 横山　朋和 福岡市中央区渡辺通二丁目8番12号

（株）アップス 代表取締役 山下 昭良 日向市大字財光寺377番地1

（株）エックス都市研究所 九州事務所 所長 東　修 北九州市小倉北区堺町一丁目2番16号

太洋建設コンサルタント㈱ 代表取締役 有田　司 福岡市城南区長尾3-29-27
（株）都市・計画・設計研究所　福岡事務所 取締役福岡事務所長 木原　満男 福岡市中央区西中洲12-25

（株）日総建　九州事務所 所長 松尾 大史 福岡市中央区大名2丁目4番12号

第一復建（株） 代表取締役社長 藤山　勤 福岡市博多区上牟田一丁目17番9号

(株）ＵＲリンケージ　九州支社 支社長 安川　弘 福岡市中央区天神三丁目9番33号

（株）アービカルネット 代表取締役 新田　裕司 福岡市中央区大名二丁目4-30-3Ｆ

（株）フジヤマ　福岡支店 支店長 藤山　直也 福岡市博多区元町1-7-12-201
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鋼構造物設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

エイコー･コンサルタンツ（株） 代表取締役 青木　克彦 福岡市南区高宮5丁目10番12号

（株）ダイヤコンサルタント 福岡事務所 所長 中村　勧 福岡市博多区千代五丁目3番19号

ＮＴＣコンサルタンツ(株) 九州支社 支社長 安藤　嘉章 福岡市博多区博多駅東三丁目1番26号

（株）吾水総合コンサルタント　福岡支店 支店長 戸川　寛 福岡市博多区東光2-8-17
（株）オリエンタルコンサルタンツ　九州支社 執行役員九州支社長 薮内　一彦 福岡市博多区博多駅前3-2-8

（株）エスケイエンジニアリング 代表取締役 岩本　徳文 筑紫野市二日市中央一丁目1番50号

㈱東光コンサルタンツ 久留米営業所 所長 安達 知宏 久留米市東合川5-6-32-201

㈱テクノ　筑後八女営業所 所長 角　忠一郎 筑後市大字羽犬塚184番地1

九州建設コンサルタント（株）福岡支店 支店長 藤田　和幸 福岡市早良区次郎丸2丁目1番1号

（株）日設コンサルタント 代表取締役 伊藤　純仁 福岡市博多区中呉服町1番22号

（株）オービット　筑後営業所 所長 葉石　誠 八女市馬場380番地1
（株）エーワンコンサルタント 八女営業所 所長 古田　光 八女市馬場378-1-102

（株）綜企画設計　福岡支店 支店長 北田　久晴 福岡市博多区住吉2-2-16
（株）日産技術コンサルタント　九州事務所 所長 濱岡　陽介 福岡市博多区博多駅東一丁目18番25号

内外エンジニアリング（株）　福岡支社 執行役員福岡支社長 田上　秀彦 福岡市博多区博多駅南3-20-3
西鉄シー・イー・コンサルタント（株）八女営業所 所長 白水　和明 八女市龍ケ原292-5　ｻﾝﾏﾘﾉ龍ケ原A棟202号

（株）エース 九州支社 支社長 宮内　義浩 福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号

（株）技術開発コンサルタント 代表取締役 木原　泰信 福岡市博多区上呉服町12－8

（株）東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州支社 支社長 福元　秀一郎 福岡市博多区博多駅南2丁目12番3号

復建調査設計（株）九州支社 執行役員支社長 後藤　正孝 福岡市博多区博多駅東3-12-24

（株）福山コンサルタント 代表取締役社長 福島　宏治 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号

E-tecsコンサルタント（株）福岡本社 本社長 益田　康一 福岡市城南区別府4丁目4番4号
（株）九州開発エンジニヤリング  福岡支店 支店長 原田　康行 福岡市博多区博多駅前4-4-23

（株）大建設計　九州事務所 九州事務所長 田嶋　慎也 福岡市博多区住吉3丁目1番1号富士フイルム福岡ビル内

大日本コンサルタント（株）　九州支社 執行役員支社長 友光　宏実 福岡市博多区東比恵4-2-10

（株）松尾設計　福岡事務所 所長 森　一徳 福岡市南区市崎1-2-8-203
セントラルコンサルタント(株) 九州支社 取締役支社長 小　川　一　郎 福岡市博多区博多駅東2-14-1
ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）　久留米営業所 久留米営業所長 橋口　弘生 久留米市合川町2138-1

明治コンサルタント（株）久留米営業所 所長 秋元　暢亮 久留米市合川町102-10

写測エンジニアリング（株）福岡支店 支店長 冨永　正俊 福岡市博多区上呉服町11-16

産業開発コンサルタント㈱ 代表取締役 力丸　明徳 福岡市東区筥松三丁目13番9号

ダン技術設計（株） 代表取締役 小玉　純士 福岡市南区塩原三丁目8番28号
（株）トーニチコンサルタント 九州支店 支店長 大木　隆 福岡市博多区博多駅前2-6-10

（株）富士総合技術コンサルタント 代表取締役 水摩　陵 福岡市東区下原1丁目15番20号

（株）協和コンサルタンツ　九州支社 支社長 齋　藤　直　人 福岡市中央区天神三丁目11番20号

（株）Ｕ・Ｔ・エンジニアリング 代表取締役 原口　照章 福岡市博多区博多駅南2-8-35

（株）東亜コンサルタント 代表取締役 松延　岳志 福岡市博多区東比恵3丁目28番10号

キタイ設計（株）福岡事務所 所長 野崎　修作 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39

（株）千代田コンサルタント　九州支店 支店長 白地　千松 福岡市博多区住吉2丁目2番1号

西日本建技（株） 代表取締役 毛利　哲也 福岡市博多区博多駅東1丁目13番6号

㈱中央技術コンサルタンツ　福岡支店 支店長 天辰　和弘 福岡市博多区博多駅南1-3-1

（株）フタバ設計 代表取締役 二場　安之 福岡市博多区三筑1-6-14
アズテックコンサルタンツ（株）八女営業所 所長 吉田　慎 八女市立花町谷川838-6

いであ（株）九州支店 支店長 松本　達郎 福岡市東区東浜1-5-12

（株）唯設計事務所 代表取締役 長濱　大輔 福岡市博多区博多駅前2丁目7番14号

メック（株） 代表取締役 髙木　寛 福岡市早良区百道浜2丁目3-33

ジオ・サーチ（株） 九州事務所 事務所長 弘中　靖志 福岡市中央区天神三丁目4番7号
（株）三祐コンサルタンツ　福岡事務所 所長 成末　則之 久留米市三潴町田川922-16

九州水工設計（株）　福岡支店 福岡支店長 青山　忠仁 福岡市博多区博多駅前3-27-18-3F

（株）コンステック 福岡支店 支店長 森野 勤 福岡市博多区博多駅前1-21-28

東亜コンサルタント（株）福岡支店 執行役員福岡支店長 中濃　耕司 福岡市博多区博多駅東3丁目12番24号博多駅東QRﾋﾞﾙ10階

（株）サンコンサル　八女営業所 所長 山口　浩茂 八女市川犬536-1

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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鋼構造物設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

日本インフラマネジメント（株）九州支店 支店長 中山　勝 福岡市博多区博多駅前4-8-15
㈱アジア共同設計コンサルタント　九州支社 支社長 本　純治 福岡市博多区博多駅東1-18-25第五博多偕成ビル9F

東日設計コンサルタント（株）九州支店 支店長 下部　順一 福岡市博多区博多駅前四丁目36-32Ｎ・Ｓハカタビル４階

（株）新日本技術コンサルタント 代表取締役 上野　竜哉 鹿児島市田上八丁目24番21号
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橋梁設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）スリーエヌ技術コンサルタント 代表取締役社長 福澤　一博 福岡市博多区東光二丁目１番１３号協栄ビル８階

ＮＴＣコンサルタンツ(株) 九州支社 支社長 安藤　嘉章 福岡市博多区博多駅東三丁目1番26号

（株）吾水総合コンサルタント　福岡支店 支店長 戸川　寛 福岡市博多区東光2-8-17

（株）オオバ　九州支店 支店長 栗栖　重雄 福岡市中央区大手門1-1-12
（株）オリエンタルコンサルタンツ　九州支社 執行役員九州支社長 薮内　一彦 福岡市博多区博多駅前3-2-8

（株）エスケイエンジニアリング 代表取締役 岩本　徳文 筑紫野市二日市中央一丁目1番50号

（株）溝田設計事務所　八女営業所 所長 溝田　一仁 八女市黒木町田本832-3

㈱東光コンサルタンツ 久留米営業所 所長 安達 知宏 久留米市東合川5-6-32-201
（株）高崎総合コンサルタント 八女事務所 所長 宮崎　信 八女市吉田1149-1-103

九州建設コンサルタント（株）福岡支店 支店長 藤田　和幸 福岡市早良区次郎丸2丁目1番1号
アジアエンヂニアリング（株）久留米営業所 営業所長 木下　一光 久留米市天神町122

（株）日設コンサルタント 代表取締役 伊藤　純仁 福岡市博多区中呉服町1番22号
（株）第一技術コンサルタント　八女営業所 所長 永松　正三 八女市室岡294-3-2F

（株）オービット　筑後営業所 所長 葉石　誠 八女市馬場380番地1
（株）エーワンコンサルタント 八女営業所 所長 古田　光 八女市馬場378-1-102
基礎地盤コンサルタンツ（株）九州支社 支社長 白井　康夫 福岡市早良区原2-16-7

（株）西日本測量設計　八女営業所 所長 安岡　亨 八女市馬場534-14
（株）西部技術コンサルタント 八女営業所 所長 篠原　善美 八女市本町416番地1アローフィールドＡ棟205号

（株）日産技術コンサルタント　九州事務所 所長 濱岡　陽介 福岡市博多区博多駅東一丁目18番25号

（株）エム・ケー・コンサルタント 八女支店 支店長 藤川　慎一郎 八女市岩崎132-1グレイスシャルマン　Ｂ－2

（株）アジア建設コンサルタント　八女営業所 所長 竹下　憲治 八女市鵜池14番地1

（株）建設技術センター　八女営業所 所長 吉冨　利信 八女市祈祷院117-2
西鉄シー・イー・コンサルタント（株）八女営業所 所長 白水　和明 八女市龍ケ原292-5　ｻﾝﾏﾘﾉ龍ケ原A棟202号

大和コンサル（株）八女営業所 所長 杉　功太郎 八女市今福1265番地1

（株）太平設計　久留米営業所 所長 植田　暁人 久留米市御井旗崎一丁目3番6号

（株）技術開発コンサルタント 代表取締役 木原　泰信 福岡市博多区上呉服町12－8
（株）日建技術コンサルタント　福岡南営業所 所長 藤島　義久 久留米市東合川町422番地8（リーベナラサキ）

（株）東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州支社 支社長 福元　秀一郎 福岡市博多区博多駅南2丁目12番3号

（株）ニュージェック 久留米事務所 事務所長 石橋　克彦 久留米市東町2番4号

（株）福山コンサルタント 代表取締役社長 福島　宏治 福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号

大成ジオテック（株）八女営業所 所長 森田　謙信 八女市上陽町北川内550-3

日本工営都市空間㈱九州支店 支店長 羽生　誠一郎 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号
（株）九州開発エンジニヤリング  福岡支店 支店長 原田　康行 福岡市博多区博多駅前4-4-23

中央コンサルタンツ（株）福岡支店 執行役員支店長 愛敬　圭二 福岡市博多区冷泉町2番1号

サンコーコンサルタント（株）九州支社 執行役員支社長 里見　武彦 福岡市博多区中洲中島町2番3号

（株）間瀬コンサルタント　福岡支店 支店長 後田　淳 福岡市博多区博多駅東二丁目6番28号

大日本コンサルタント（株）　九州支社 執行役員支社長 友光　宏実 福岡市博多区東比恵4-2-10

国際航業（株）　福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号

セントラルコンサルタント(株) 九州支社 取締役支社長 小　川　一　郎 福岡市博多区博多駅東2-14-1
ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）　久留米営業所 久留米営業所長 橋口　弘生 久留米市合川町2138-1

日本工営（株） 福岡支店 支店長 生島　潤一 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号

明治コンサルタント（株）久留米営業所 所長 秋元　暢亮 久留米市合川町102-10

写測エンジニアリング（株）福岡支店 支店長 冨永　正俊 福岡市博多区上呉服町11-16

（株）ウエスコ　九州支社 支社長 佐野　茂樹 福岡市博多区博多駅南2-1-9

産業開発コンサルタント㈱ 代表取締役 力丸　明徳 福岡市東区筥松三丁目13番9号

ダン技術設計（株） 代表取締役 小玉　純士 福岡市南区塩原三丁目8番28号
（株）トーニチコンサルタント 九州支店 支店長 大木　隆 福岡市博多区博多駅前2-6-10

（株）タイヨー設計　八女事務所 所長 甲斐田　一樹 八女市岩崎581番地

（株）ジェーエステック　九州支店 支店長 鬼武　秀吉 久留米市東和町4-4
福岡建設コンサルタント㈱久留米事務所 久留米事務所長 船越　俊輝 久留米市山川沓形町１番４５号

アーバンテクノ（株） 代表取締役 武富　龍馬 福岡市中央区薬院三丁目13番23号

（株）協和コンサルタンツ　九州支社 支社長 齋　藤　直　人 福岡市中央区天神三丁目11番20号

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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橋梁設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

精工Ｃ＆Ｃ（株）久留米支店 久留米支店長 池田　一吉 久留米市国分町1324-6

（株）Ｕ・Ｔ・エンジニアリング 代表取締役 原口　照章 福岡市博多区博多駅南2-8-35

（株）東亜コンサルタント 代表取締役 松延　岳志 福岡市博多区東比恵3丁目28番10号
八千代エンジニヤリング（株）九州支店 取締役 執行役員支店長 眞間　修一 福岡市中央区舞鶴3-9-39
（株）復建エンジニヤリング　福岡支社 支社長 森脇　亨 福岡市中央区大名二丁目12番15号

(株)長大 福岡支社 支社長 笠井　茂夫 福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号

キタイ設計（株）福岡事務所 所長 野崎　修作 北九州市小倉北区浅野1丁目2-39

（株）エイト日本技術開発　九州支社 支社長 髙橋　直哉 福岡市博多区住吉三丁目1番80号

（株）千代田コンサルタント　九州支店 支店長 白地　千松 福岡市博多区住吉2丁目2番1号
㈱中央技術コンサルタンツ　福岡支店 支店長 天辰　和弘 福岡市博多区博多駅南1-3-1

（株）フタバ設計 代表取締役 二場　安之 福岡市博多区三筑1-6-14

いであ（株）九州支店 支店長 松本　達郎 福岡市東区東浜1-5-12

（株）唯設計事務所 代表取締役 長濱　大輔 福岡市博多区博多駅前2丁目7番14号

メック（株） 代表取締役 髙木　寛 福岡市早良区百道浜2丁目3-33

ジオ・サーチ（株） 九州事務所 事務所長 弘中　靖志 福岡市中央区天神三丁目4番7号

東亜コンサルタント（株）福岡支店 執行役員福岡支店長 中濃　耕司 福岡市博多区博多駅東3丁目12番24号博多駅東QRﾋﾞﾙ10階

中央復建コンサルタンツ（株）九州支社 取締役九州支社長 西垣　勝俊 福岡市博多区祇園町4-61FORECAST博多祇園

（株）長大テック 福岡支店 支店長 浦野　大作 福岡市博多区博多駅南1-3-11

第一復建（株） 代表取締役社長 藤山　勤 福岡市博多区上牟田一丁目17番9号
日本インフラマネジメント（株）九州支店 支店長 中山　勝 福岡市博多区博多駅前4-8-15
㈱アジア共同設計コンサルタント　九州支社 支社長 本　純治 福岡市博多区博多駅東1-18-25第五博多偕成ビル9F

東日設計コンサルタント（株）九州支店 支店長 下部　順一 福岡市博多区博多駅前四丁目36-32Ｎ・Ｓハカタビル４階

大福コンサルタント（株） 代表取締役社長 福田　真也 鹿児島県鹿児島市東郡元町17番15号

（株）フジヤマ　福岡支店 支店長 藤山　直也 福岡市博多区元町1-7-12-201

（株）新日本技術コンサルタント 代表取締役 上野　竜哉 鹿児島市田上八丁目24番21号
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その他設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

九州電技開発(株) 代表取締役社長 中武　司 福岡市中央区清川2-13-6

（株）東和テクノロジー　九州支店 支店長 藤満　基樹 福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号

日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡五丁目25番25号

（株）エヌ・イーサポート　九州支社 支社長 井手本　清隆 福岡市博多区博多駅南五丁目8番17号

（株）九州地質コンサルタント 代表取締役 花村 修 福岡市博多区光丘町2-3-21

（株）梓設計　九州支社 執行役員支社長 渡邊　誠 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号
（株）ジオテック技術士事務所　久留米営業所 所長 池松 昭 久留米市城島町江上本３４９

（株）ベクトル　久留米営業所 所長 高田　富士男 久留米市田主丸町田主丸423-14

西部環境調査（株）福岡事業所 所長 藤井　涼 福岡市博多区築港本町8番14号

（株）日さく　九州営業所 所長 永安　裕次郎 福岡市博多区那珂三丁目21番29号

中外テクノス（株）九州支店 支店長 北野　満誉 福岡市博多区東那珂2丁目20番35号
（株）日産技術コンサルタント　九州事務所 所長 濱岡　陽介 福岡市博多区博多駅東一丁目18番25号

（株）共和テック　八女営業所 所長 田中　寛敏 八女市平田318

（株）セイコー 八女営業所 所長 森　博一 八女市星野村15483

（株）三水コンサルタント　西部支社 支社長 住山　真 福岡市博多区中洲5丁目6番28号

（株）ニチボー 代表取締役 藤井　浩三 福岡市博多区板付4-7-28

新地研工業（株）久留米営業所 所長 深見　弘幸 久留米市東合川2丁目10-32-202

（株）緑景　　九州事務所 所長 平地　隆仁 福岡市中央区天神2-14-38
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　九州事業部 事業部長 棚田　裕宣 福岡市博多区東比恵2-3-7

（一財）九州環境管理協会 理事長 百島 則幸 福岡市東区松香台1-10-1

（株）森緑地設計事務所　福岡事務所 福岡事務所長 今泉 智之 福岡市博多区千代四丁目29番46号

大和不動産鑑定（株）九州支社 九州支社長 寺島　弘次 福岡市中央区天神四丁目2番20号

日本都市技術（株）西日本支社 支社長 堀川　博利 福岡市博多区博多駅前一丁目4番1号

（株）和晃地質コンサルタント 代表取締役 持田 拓児 福岡市城南区西片江2丁目7番11号

新日本グラウト工業（株） 代表取締役 山本　晋也 福岡市南区清水1-15-18

（株）共栄設計事務所 代表取締役 小宮　晃 福岡市早良区干隈6丁目8番1号

環境テクノス（株）　福岡支店 支店長 貴戸　秀徳 福岡市博多区博多駅東1-10-23

（株）テクノ大地 代表取締役 髙木　正邦 久留米市大善寺町夜明1023番地

エヌエス環境（株)九州支店 支店長 小池　順 福岡市博多区相生町3-2-3

東和環境科学（株）九州支店 取締役支店長 道法　雅樹 福岡市東区東浜一丁目5番12号

日本基礎技術（株）　九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘５丁目28-6

国土防災技術（株）福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町一丁目2番3号
（株）旭技研設計コンサルタント 福岡県南事務所 所長 岩崎　正彦 八女市吉田664-1

（株）静環検査センター　福岡支店 支店長 小谷　聖滋 福岡市博多区博多駅南6-4-25

（株）ジオシステム 代表取締役 大石　航平 福岡市博多区竹下五丁目19番22号

㈱アイエステー 福岡支店 支店長 江藤　大 福岡市中央区大名2丁目10番1号シャンボール大名　A-608

（株）九州ジオテック　八女営業所 営業所長 江藤　大策 八女市本町625番地1

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 代表取締役 藤本　尚伸 福岡市博多区対馬小路1-21

（株）原田設計 代表取締役 原田　誠 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富1289番地

（株）永大開発コンサルタント 代表取締役 佐々木　靖彦 飯塚市菰田東2丁目22番55号

タナベ環境工学（株）　福岡支社 支社長 大石　直康 福岡市東区松田3-1-20
（株）中央設計技術研究所　福岡事務所 所長 一ノ瀬　旭 福岡市博多区上呉服町１２番３３号

ジオ・サーチ（株） 九州事務所 事務所長 弘中　靖志 福岡市中央区天神三丁目4番7号

（株）エックス都市研究所 九州事務所 所長 東　修 北九州市小倉北区堺町一丁目2番16号

中日本建設コンサルタント（株）九州事務所 所長 梶原　朋成 福岡市博多区博多駅南一丁目4番4号

福岡芝浦電子（株） 代表取締役 藤原　與司 福岡市南区大橋1-2-19

（株）環境デザイン設計事務所 代表取締役 小川　紀 新宿区新小川町5番6号ティーアイビル201号

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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建築設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

米田設計一級建築士事務所 所長 米田　辰彦 八女市宅間田111-1

（株）和田設計 代表取締役 和田　正樹 福岡市中央区高砂2丁目23番12号

（株）建設技術研究所　九州支社 取締役常務執行役員支社長 上村　俊英 福岡市中央区大名2-4-12

ランドブレイン（株）福岡事務所 所長 堀口　悟 福岡市中央区天神4-8-25

（株）國武建築設計事務所 代表取締役 横溝　當一 久留米市通町105-24

（株）教育施設研究所 福岡事務所 執行役員所長 山内　英樹 福岡市博多区博多駅中央街7番2号博多SSビル

（株）ＮＪＳ　九州総合事務所 所長 石井　信次 福岡市博多区冷泉町10-21

（株）志賀設計 代表取締役社長 八島　英孝 福岡市城南区鳥飼5-20-11

（株）西島建築設計事務所 代表取締役 松川　基範 福岡市中央区笹丘1丁目17-29

（株）梓設計　九州支社 執行役員支社長 渡邊　誠 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号

（株）よかネット 代表取締役 山辺　眞一 福岡市博多区中洲中島町3番8号

（株）石橋建築事務所 代表取締役 野中　毅 佐賀県佐賀市兵庫北一丁目７番２１号

（株）柴田建築設計事務所 代表取締役 柴田　成文 福岡市博多区住吉4-3-31

（株）甲山建築設計事務所 代表取締役 西　幸博 福岡市早良区高取2丁目18-6

（有）荒木設計事務所 代表取締役 荒木　良三 久留米市合川町162番地6

（株）孝栄設計コンサルタント 代表取締役 川崎　孝志 福岡市南区井尻1-36-20

（株）楠山設計 九州支社 支社長 久寿米木　健司 福岡市博多区博多駅前2-17-25

（有）井上建築事務所 代表取締役 井上　文雄 八女市馬場456-5
（株）日新技術コンサルタント　久留米出張所 所長 今林　寛之 久留米市田主丸町地徳1923-3

（株）福起設計コンサルタント 代表取締役 池田　淳 福岡市博多区奈良屋町11番18号

（株）環境デザイン機構 代表取締役 佐藤　俊郎 福岡市中央区赤坂1-11-16　FD＋5F

（株）匠建築研究所 代表取締役 原　啓介 福岡市中央区那の川2丁目9番7号

中外テクノス（株）九州支店 支店長 北野　満誉 福岡市博多区東那珂2丁目20番35号

（株）那の津寿建築研究所 代表取締役 永島　藤吾 福岡市中央区御所ケ谷2-41

（株）綜企画設計　福岡支店 支店長 北田　久晴 福岡市博多区住吉2-2-16

上村一級建築士事務所 上村　芳宏 八女市本2842

（一財）日本環境衛生センター 西日本支局長 野田　誠一郎 福岡県大野城市白木原3-5-11
（株）安井建築設計事務所　九州事務所 所長 三好　裕司 福岡市博多区博多駅前3-2-1日本生命ビル

（株）エスティ環境設計研究所 代表取締役 澁江　章子 福岡市博多区須崎町12-8

（株）三座建築事務所 九州事務所 九州事務所長 百武　篤 福岡市博多区下川端町10-5博多麹屋番ビル

（株）アール・アイ・エー　九州支社 支社長 鷲田　靖之 福岡市博多区博多駅前一丁目21番28号

（株）日本設計　九州支社 支社長 清水　里司 福岡市中央区天神一丁目13番2号

（株）佐藤総合計画　九州オフィス 執行役員九州オフィス代表 嶋田　秀雄 福岡市博多区店屋町5番18号
（株）市浦ハウジング＆プランニング　福岡支店 支店長 高屋　宏 福岡市博多区美野島一丁目2番8号

（株）日水コン　九州支所 支所長 野田　達也 福岡市博多区祇園町7番20号博多祇園センタープレイス

（株）ニュージェック 久留米事務所 事務所長 石橋　克彦 久留米市東町2番4号

（株）大建 代表取締役 松　尾　憲　親 福岡市早良区南庄2-9-12

（株）緑景　　九州事務所 所長 平地　隆仁 福岡市中央区天神2-14-38

日本工営都市空間㈱九州支店 支店長 羽生　誠一郎 福岡市博多区東比恵1丁目2番12号

日本水工設計（株）九州支社 執行役員支社長 上水流　宏美 福岡市博多区博多駅東2-13-34

（株）山下設計　九州支社 取締役常務執行役員支社長 成田　憲泰 福岡市博多区御供所町3-21

（株）旭鑑定補償 代表取締役 津久井　顯 福岡市中央区白金2丁目11番9号

九和設計（株） 代表取締役 香原　靖之 北九州市八幡西区別所町2番38号

（株）東畑建築事務所　九州オフィス 執行役員代表 河野　和久 福岡市博多区住吉3-1-1

（株）石本建築事務所　九州オフィス オフィス代表 上川　滋 福岡市中央区天神4-6-7天神クリスタルビル

（株）大建設計　九州事務所 九州事務所長 田嶋　慎也 福岡市博多区住吉3丁目1番1号富士フイルム福岡ビル内

オリジナル設計（株）福岡事務所 所長 渡邊　光則 福岡市博多区博多駅前2丁目6番12号

（株）環・設計工房 代表取締役 杉本　泰志 福岡市南区大橋2-2-1

Σ1級建築士事務所 代表者 安松 充彦 久留米市津福本町1693-10

西日本技術開発（株） 代表取締役 中村　明 福岡市中央区渡辺通1-1-1

㈱環ヴィトｰム　福岡設計室 室長 亀谷　一郎 福岡市南区大橋1-2-3

（株）内藤建築事務所　九州事務所 所長 神田　宏二 福岡市博多区博多駅前1-14-16博多駅前センタービル

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表
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建築設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

（株）都市環境研究所　九州事務所 取締役九州事務所所長 赤松　悟 福岡市博多区綱場町5番15号

(株)傳設計 代表取締役 岩本　茂美 福岡市中央区舞鶴１丁目６-１３

(有)福岡構造 代表取締役 吉村　泰広 福岡市西区下山門4丁目12番20号

（株）乃村工藝社 代表取締役　社長執行役員 榎本　修次 東京都港区台場２－３－４

（株）手島建築設計事務所　福岡本社 執行役員福岡本社長 野田　康広 福岡市中央区清川3丁目21番9号

（株）修復技術システム 代表取締役 小西　龍三郎 福岡市博多区奈良屋町5番10号

中島修建築設計事務所 所長 中島  修 八女市吉田1532-9

（株）久米設計 九州支社 執行役員九州支社支社長 髙﨑　強 福岡市中央区天神1-2-12

（株）建築企画コム･フォレスト 代表取締役 林田　俊二 福岡市博多区神屋町4-5KS神屋町ビル7F

（株）陽設計事務所 代表取締役 安恒　陽一 福岡市中央区大手門三丁目11番20号

（株）東京設計事務所　筑後事務所 所長 茶村　皇史 筑後市大字和泉613番地5

（株）優輝総合コンサル 代表取締役 川副　俊明 福岡市博多区昭南町2-3-8

（有）祐建築設計事務所 代表取締役 上田　眞樹 福岡市東区水谷二丁目19番4-502号

（株）メイ建築研究所 代表取締役 河根　一仁 福岡市博多区奈良屋町3-1

グローバル・ライフ・サポート（株） 代表取締役 日暮　光一郎 福岡市博多区綱場町5番1号

（株）昭和設計 九州事務所 所長 藤森　久司 福岡市中央区赤坂一丁目5番11号

㈱青木茂建築工房 代表取締役 青木　茂 福岡市中央区長浜1丁目2番6-206号

アトリエＢＢＳ（株） 代表取締役社長 原  恵子 福岡市博多区美野島2丁目1番31号

（株）ｍ３建築事務所 代表取締役 川本　雅史 福岡市西区下山門1-12-3

（株）アクシス 代表取締役 金子　広介 福岡市西区下山門4丁目12番20号

（株）サニム建築事務所 代表取締役 松岡　啓一郎 福岡市中央区荒戸2丁目3番37号朝日ﾌﾟﾗｻﾞ西公園101

（株）マトリックス 代表取締役 森  賢一 福岡市南区若久一丁目2-31

かまち設計一級建築士事務所 所長 松永　守行 柳川市金納４３－１

（株）徳岡設計　九州事務所 取締役九州事務所長 谷本　卓也 福岡市博多区東比恵3丁目25番5号

樋口一級建築士事務所 代表 樋　口　眞　二 八女郡広川町大字広川字湯布187-1ｻﾝﾊﾟｰｸ広川201号

一級建築士事務所　井手設計 井手　卓史 八女市黒木町田本64-2

フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王一丁目15番8号

中島孝行アトリエ一級建築士事務所 代表 中島　孝行 八女市本町315番地

（株）アーバンデザインコンサルタント 代表取締役 大杉　哲哉 福岡市博多区古門戸町7番3号

（株）大建エンジニアリング 代表取締役 西田　潤 北九州市小倉北区堺町一丁目9番10号

（株）あい設計　九州支社 支社長 前田　隆志 福岡市中央区高砂１丁目11-1福岡ゼネラルビル5階

（株）海渡設計 代表取締役 野田　誠一 福岡市東区名島２丁目２番８号

牧口建築設計事務所 代表者 牧口　秀樹 八女市忠見147-4

（株）雅禧建築設計事務所 代表取締役 早田　倫明 福岡市中央区赤坂1丁目12番15号読売福岡ビル

(株)長大 福岡支社 支社長 笠井　茂夫 福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号

（株）大建補償コンサルタント 代表取締役 徳永　健一 福岡市南区井尻3丁目22番23号4階

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 代表取締役 藤本　尚伸 福岡市博多区対馬小路1-21

（株）丹青社 代表取締役 高橋 貴志 東京都港区港南一丁目2番70号

（株）原田設計 代表取締役 原田　誠 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富1289番地

（株）建築企画こが 代表取締役 古賀　善孝 柳川市三橋町今古賀43-1

（株）醇まちづくり技術研究所 代表取締役 横山　朋和 福岡市中央区渡辺通二丁目8番12号

（株）ＳＵＥＰ 代表取締役 末光　弘和 福岡市中央区渡辺通5丁目23-2-804

(株）村田相互設計　九州支社 取締役支社長 一栁　茂弥 福岡市博多区比恵町2番7号

（株）阿波設計事務所　九州支店 支店長 木下 哲矢 福岡市博多区博多駅東三丁目10番15号

（株）伊藤喜三郎建築研究所　九州支店 九州支店長 浅野　賢治 福岡市博多区博多駅前1-4-1

（株）コンステック 福岡支店 支店長 森野 勤 福岡市博多区博多駅前1-21-28

（株）キャス企画設計 代表取締役 中原　慎一郎 久留米市野中町1-1

（株）稲永建築設計 代表取締役 重松　光明 福岡市南区長住1-7-27

（株）トータルメディア開発研究所 代表取締役 山村　健一郎 東京都千代田区紀尾井町3番23号

大和リース（株）福岡支社 支社長 谷本　政樹 福岡市中央区渡辺通4-1-36

（株）環境技術研究所 九州支店 支店長 村井　康一 北九州市門司区丸山1丁目23-9
樋口建築設計事務所一級建築士事務所 代表 樋口 哲郎 久留米市善導寺町島1040-3レンタルルーム善導寺103
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（株）時設計 代表取締役 菊地　圭介 東京都中央区東日本橋3-12-11アヅマビル

ユニオン設計（株） 代表取締役 牛嶋　正雄 福岡市中央区薬院1丁目6-5

（株）Ｈｉｒｏ建築設計 代表取締役 金子　浩美 福岡市中央区薬院1-2-5リアンプレミアム薬院ステーション

（株）アスク設計 代表取締役 田中 孝秀 豊前市大字八屋1648番地の11

（株）日総建　九州事務所 所長 松尾 大史 福岡市中央区大名2丁目4番12号

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14

（株）共同建築設計事務所　九州支社 支社長 川島　浩孝 福岡市博多区博多駅東3-5-16

（株）荒木総合計画事務所 代表取締役 荒木　恒介 久留米市荒木町白口1593-1
（株）横河建築設計事務所　福岡事務所 所長 鮫島　慎一 福岡市博多区博多駅東一丁目17番25号（ＫＤビル）

（株）モロインテリア 代表取締役 諸林　秀一 みやま市瀬高町松田33

(株）山田綜合設計　九州事務所 所長 相島　成治 福岡市中央区天神四丁目1番18号サンビル

(株）ＵＲリンケージ　九州支社 支社長 安川　弘 福岡市中央区天神三丁目9番33号

（株）三上建築事務所 代表取締役 益子　一彦 茨城県水戸市大町三丁目4番36号

（株）エネ・グリーン　九州支社 支社長 山口　英二 福岡市中央区薬院3-16-26

（株）アール・Ｊ建築一級建築士事務所 代表取締役 長岡　希 八女市室岡762-6-Ａ-2

（株）田平設計事務所 代表取締役 田平　慎一 福岡市東区下原三丁目10-15

（株）太陽設計 代表取締役 田中　英樹 福岡市中央区草香江二丁目1-23

アーキテクトオフィススワンプ（株） 代表取締役 打越　司 朝倉市甘木1785番地白水ビル2Ｆ

（株）八光設計 代表取締役 德永　一也 長崎市浜平１丁目８番２０号

（株）アービカルネット 代表取締役 新田　裕司 福岡市中央区大名二丁目4-30-3Ｆ

（株）高巣設計事務所 代表取締役 李　家珍 大牟田市築町３－６

（株）古森弘一建築設計事務所 代表取締役 古森　弘一 北九州市小倉北区浅野2-6-16マルサンビル3F

三井総合設計 代表 三井　孝幸 久留米市西町373番地14

（株）遠藤克彦建築研究所 代表取締役 遠藤　克彦 港区浜松町1-9-11　大鵬ビル4Ｆ
阪急コンストラクション・マネジメント（株） 代表取締役 笹井　寛 大阪市中央区難波４丁目７番１４号

（株）匠技術コンサルタント 代表取締役 浦田　峯年 福岡市西区周船寺1-6-9
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業者名 代表者役職 代表者名 所在地

米田設計一級建築士事務所 所長 米田　辰彦 八女市宅間田111-1

（株）梓設計　九州支社 執行役員支社長 渡邊　誠 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号

（株）石橋建築事務所 代表取締役 野中　毅 佐賀県佐賀市兵庫北一丁目７番２１号

（株）楠山設計 九州支社 支社長 久寿米木　健司 福岡市博多区博多駅前2-17-25

（有）井上建築事務所 代表取締役 井上　文雄 八女市馬場456-5

（株）エスティ設計 代表取締役社長 庄司　雅之 福岡市中央区大手門2丁目3番11号

（株）綜企画設計　福岡支店 支店長 北田　久晴 福岡市博多区住吉2-2-16

上村一級建築士事務所 上村　芳宏 八女市本2842

(株)産研設計 代表取締役 船津　浩 福岡市博多区上川端町12番20号

（株）東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 九州支社 支社長 福元　秀一郎 福岡市博多区博多駅南2丁目12番3号

（株）山下設計　九州支社 取締役常務執行役員支社長 成田　憲泰 福岡市博多区御供所町3-21

（株）大建設計　九州事務所 九州事務所長 田嶋　慎也 福岡市博多区住吉3丁目1番1号富士フイルム福岡ビル内

（株）トーホー設備設計 代表取締役 鶴田　明 福岡市博多区博多駅南3-19-22

（株）新日本設備計画　九州事務所 取締役所長 江副　昌彦 福岡市博多区博多駅東2-9-1

（有）システムプラン 代表取締役 森　良 一 福岡市中央区渡辺通4丁目2番25号

ニシム電子工業（株）福岡支店 支店長 山﨑　信二 福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号

中島修建築設計事務所 所長 中島  修 八女市吉田1532-9

（株）久米設計 九州支社 執行役員九州支社支社長 髙﨑　強 福岡市中央区天神1-2-12

（株）昭和設計 九州事務所 所長 藤森　久司 福岡市中央区赤坂一丁目5番11号

アトリエＢＢＳ（株） 代表取締役社長 原  恵子 福岡市博多区美野島2丁目1番31号

樋口一級建築士事務所 代表 樋　口　眞　二 八女郡広川町大字広川字湯布187-1ｻﾝﾊﾟｰｸ広川201号

一級建築士事務所　井手設計 井手　卓史 八女市黒木町田本64-2

フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王一丁目15番8号

（株）あい設計　九州支社 支社長 前田　隆志 福岡市中央区高砂１丁目11-1福岡ゼネラルビル5階

（株）海渡設計 代表取締役 野田　誠一 福岡市東区名島２丁目２番８号

牧口建築設計事務所 代表者 牧口　秀樹 八女市忠見147-4

（株）建築企画こが 代表取締役 古賀　善孝 柳川市三橋町今古賀43-1

(株）村田相互設計　九州支社 取締役支社長 一栁　茂弥 福岡市博多区比恵町2番7号

（株）阿波設計事務所　九州支店 支店長 木下 哲矢 福岡市博多区博多駅東三丁目10番15号

（株）伊藤喜三郎建築研究所　九州支店 九州支店長 浅野　賢治 福岡市博多区博多駅前1-4-1

（有）梅野設計 代表取締役 梅野 克成 久留米市宮ノ陣4-29-11

國松電気企画 國松 伸寛 八女市龍ヶ原246-1

（株）Ｎ＆Ｓエンタープライズ 代表取締役 中嶋　芳雄 熊本県熊本市北区楡木6丁目4番10号ｃｙｓビル

（株）アスク設計 代表取締役 田中 孝秀 豊前市大字八屋1648番地の11
関西技術コンサルタント（株）　福岡事務所 営業統括 辻 裕司 福岡市南区井尻一丁目4番9号102

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14
（株）横河建築設計事務所　福岡事務所 所長 鮫島　慎一 福岡市博多区博多駅東一丁目17番25号（ＫＤビル）

（株）エネ・グリーン　九州支社 支社長 山口　英二 福岡市中央区薬院3-16-26

（株）八光設計 代表取締役 德永　一也 長崎市浜平１丁目８番２０号

三井総合設計 代表 三井　孝幸 久留米市西町373番地14

（株）匠技術コンサルタント 代表取締役 浦田　峯年 福岡市西区周船寺1-6-9

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

26 / 56 ページ



機械設備設計 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

米田設計一級建築士事務所 所長 米田　辰彦 八女市宅間田111-1

（株）梓設計　九州支社 執行役員支社長 渡邊　誠 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号

（株）石橋建築事務所 代表取締役 野中　毅 佐賀県佐賀市兵庫北一丁目７番２１号

（株）楠山設計 九州支社 支社長 久寿米木　健司 福岡市博多区博多駅前2-17-25

（有）井上建築事務所 代表取締役 井上　文雄 八女市馬場456-5

（株）エスティ設計 代表取締役社長 庄司　雅之 福岡市中央区大手門2丁目3番11号

（株）綜企画設計　福岡支店 支店長 北田　久晴 福岡市博多区住吉2-2-16

(株)産研設計 代表取締役 船津　浩 福岡市博多区上川端町12番20号

（株）山下設計　九州支社 取締役常務執行役員支社長 成田　憲泰 福岡市博多区御供所町3-21

（株）大建設計　九州事務所 九州事務所長 田嶋　慎也 福岡市博多区住吉3丁目1番1号富士フイルム福岡ビル内

（株）トーホー設備設計 代表取締役 鶴田　明 福岡市博多区博多駅南3-19-22

（株）新日本設備計画　九州事務所 取締役所長 江副　昌彦 福岡市博多区博多駅東2-9-1

（有）システムプラン 代表取締役 森　良 一 福岡市中央区渡辺通4丁目2番25号

中島修建築設計事務所 所長 中島  修 八女市吉田1532-9

（株）久米設計 九州支社 執行役員九州支社支社長 髙﨑　強 福岡市中央区天神1-2-12

（株）昭和設計 九州事務所 所長 藤森　久司 福岡市中央区赤坂一丁目5番11号

アトリエＢＢＳ（株） 代表取締役社長 原  恵子 福岡市博多区美野島2丁目1番31号

樋口一級建築士事務所 代表 樋　口　眞　二 八女郡広川町大字広川字湯布187-1ｻﾝﾊﾟｰｸ広川201号

一級建築士事務所　井手設計 井手　卓史 八女市黒木町田本64-2

フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王一丁目15番8号

（株）あい設計　九州支社 支社長 前田　隆志 福岡市中央区高砂１丁目11-1福岡ゼネラルビル5階

（株）海渡設計 代表取締役 野田　誠一 福岡市東区名島２丁目２番８号

牧口建築設計事務所 代表者 牧口　秀樹 八女市忠見147-4

（株）建築企画こが 代表取締役 古賀　善孝 柳川市三橋町今古賀43-1

(株）村田相互設計　九州支社 取締役支社長 一栁　茂弥 福岡市博多区比恵町2番7号

（株）阿波設計事務所　九州支店 支店長 木下 哲矢 福岡市博多区博多駅東三丁目10番15号

（株）伊藤喜三郎建築研究所　九州支店 九州支店長 浅野　賢治 福岡市博多区博多駅前1-4-1

（有）梅野設計 代表取締役 梅野 克成 久留米市宮ノ陣4-29-11

（株）アスク設計 代表取締役 田中 孝秀 豊前市大字八屋1648番地の11

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14
（株）横河建築設計事務所　福岡事務所 所長 鮫島　慎一 福岡市博多区博多駅東一丁目17番25号（ＫＤビル）

（株）エネ・グリーン　九州支社 支社長 山口　英二 福岡市中央区薬院3-16-26

（株）八光設計 代表取締役 德永　一也 長崎市浜平１丁目８番２０号

三井総合設計 代表 三井　孝幸 久留米市西町373番地14

（株）匠技術コンサルタント 代表取締役 浦田　峯年 福岡市西区周船寺1-6-9
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地質調査 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）ダイヤコンサルタント 福岡事務所 所長 中村　勧 福岡市博多区千代五丁目3番19号

大栄開発（株）福岡支店 支店長 川原　恒文 福岡市博多区比恵町9番13号

エヌビー技術（株） 代表取締役 折出　照男 福岡市博多区住吉四丁目27-3-203

九州電技開発(株) 代表取締役社長 中武　司 福岡市中央区清川2-13-6

日本地研（株） 代表取締役 田口　修 福岡市博多区諸岡五丁目25番25号

（株）ＮＪＳ　九州総合事務所 所長 石井　信次 福岡市博多区冷泉町10-21

（株）九州地質コンサルタント 代表取締役 花村 修 福岡市博多区光丘町2-3-21
（株）ジオテック技術士事務所　久留米営業所 所長 池松 昭 久留米市城島町江上本３４９

日化エンジニアリング（株）九州支社 取締役支社長 田口　清隆 福岡市博多区博多駅東2-6-26

（株）ベクトル　久留米営業所 所長 高田　富士男 久留米市田主丸町田主丸423-14
（株）東亜建設コンサルタント　八女営業所 所長 前園　一幸 八女市本町419-1ｱﾛｰﾌｨｰﾙﾄﾞB201

（株）大平総合プラン　柳川営業所 所長 中島　一仁 柳川市下宮永町677-1
（株）日新技術コンサルタント　久留米出張所 所長 今林　寛之 久留米市田主丸町地徳1923-3
基礎地盤コンサルタンツ（株）九州支社 支社長 白井　康夫 福岡市早良区原2-16-7

（株）日さく　九州営業所 所長 永安　裕次郎 福岡市博多区那珂三丁目21番29号

（株）共和テック　八女営業所 所長 田中　寛敏 八女市平田318

（株）セイコー 八女営業所 所長 森　博一 八女市星野村15483

アジア航測（株）福岡支店 支店長 野村　宏治 福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号八百治センタービル

（株）ニチボー 代表取締役 藤井　浩三 福岡市博多区板付4-7-28

東邦地下工機（株） 代表取締役 岡　本　幸　憲 福岡県福岡市博多区西月隈5-19-53
（株）極東技工コンサルタント  西日本支社 取締役支社長 板東　高史 久留米市宮ノ陣4丁目30番4号

新地研工業（株）久留米営業所 所長 深見　弘幸 久留米市東合川2丁目10-32-202

復建調査設計（株）九州支社 執行役員支社長 後藤　正孝 福岡市博多区博多駅東3-12-24

中央開発㈱　九州支社 支社長 髙 田　誠 福岡市城南区鳥飼6-3-27

日本水工設計（株）九州支社 執行役員支社長 上水流　宏美 福岡市博多区博多駅東2-13-34

興亜開発（株）　九州支店 支店長 米　原　久　晶 福岡市南区井尻3-12-33

第一総合技術（株） 代表取締役 佐藤　幸一 福岡市博多区諸岡1丁目7番25号

国際航業（株）　福岡支店 支店長 有吉　誠 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号

明治コンサルタント（株）久留米営業所 所長 秋元　暢亮 久留米市合川町102-10

川崎地質（株）　九州支社 支社長 原田　克之 福岡市博多区博多駅南一丁目8番34号

（株）和晃地質コンサルタント 代表取締役 持田 拓児 福岡市城南区西片江2丁目7番11号

新日本グラウト工業（株） 代表取締役 山本　晋也 福岡市南区清水1-15-18

（株）東京設計事務所　筑後事務所 所長 茶村　皇史 筑後市大字和泉613番地5

産業開発コンサルタント㈱ 代表取締役 力丸　明徳 福岡市東区筥松三丁目13番9号

（株）カミナガ 代表取締役 古賀　俊行 福岡市博多区東比恵2-7-13

（株）テクノ大地 代表取締役 髙木　正邦 久留米市大善寺町夜明1023番地

エヌエス環境（株)九州支店 支店長 小池　順 福岡市博多区相生町3-2-3

筑邦土質（株） 代表取締役 棚町　保典 久留米市北野町高良1955番地の1

日本基礎技術（株）　九州支店 執行役員支店長 武末　勝司 福岡市南区長丘５丁目28-6

日鉄鉱コンサルタント（株）九州本社 本社長 牧野　隆吾 福岡市博多区博多駅東2-6-23

応用地質（株）　九州事務所 事務所長 桝岡　謙治 福岡市博多区住吉3－1－80オヌキ新博多ビル３階

国土防災技術（株）福岡営業所 所長 中谷　紀行 福岡市博多区東雲町一丁目2番3号

一級建築士事務所　井手設計 井手　卓史 八女市黒木町田本64-2

精工Ｃ＆Ｃ（株）久留米支店 久留米支店長 池田　一吉 久留米市国分町1324-6
八千代エンジニヤリング（株）九州支店 取締役 執行役員支店長 眞間　修一 福岡市中央区舞鶴3-9-39

（株）ジオシステム 代表取締役 大石　航平 福岡市博多区竹下五丁目19番22号

㈱アイエステー 福岡支店 支店長 江藤　大 福岡市中央区大名2丁目10番1号シャンボール大名　A-608

（株）九州ジオテック　八女営業所 営業所長 江藤　大策 八女市本町625番地1

（株）西日本ソイルコンサルタント 代表取締役 清﨑　聖一 福岡市東区原田3-2-4

西日本地研（株） 代表取締役 福田　正徳 福岡市中央区高砂2-6-18

タナベ環境工学（株）　福岡支社 支社長 大石　直康 福岡市東区松田3-1-20
（株）中央設計技術研究所　福岡事務所 所長 一ノ瀬　旭 福岡市博多区上呉服町１２番３３号
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地質調査 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

（株）三祐コンサルタンツ　福岡事務所 所長 成末　則之 久留米市三潴町田川922-16

ライト工業（株） 九州統括支店 執行役員支店長 石丸　孝幸 福岡市中央区大名2-11-21
中央復建コンサルタンツ（株）九州支社 取締役九州支社長 西垣　勝俊 福岡市博多区祇園町4-61FORECAST博多祇園

関西技術コンサルタント（株）　福岡事務所 営業統括 辻 裕司 福岡市南区井尻一丁目4番9号102
㈱アジア共同設計コンサルタント　九州支社 支社長 本　純治 福岡市博多区博多駅東1-18-25第五博多偕成ビル9F

（株）大信技術開発　福岡営業所 所長 伊ヶ崎　穣次 福岡市南区花畑２丁目17-31 205
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補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

フジ総合補償鑑定（株） 代表取締役 藤岡　憲 久留米市津福今町195-12

マサキ測量設計（株）　久留米支店 支店長 佐藤　智裕 久留米市山川追分1-7-18

大正測量設計（株） 代表取締役 川﨑　信三 福岡市南区皿山3丁目2番56号

㈱テクノ　筑後八女営業所 所長 角　忠一郎 筑後市大字羽犬塚184番地1

（株）谷澤総合鑑定所　九州支社 支社長 的野　泰浩 福岡市中央区天神2丁目8番38号

（株）鑑定ソリュート福岡 代表取締役 廣原　浩一 福岡市博多区博多駅東2丁目6番1号

九州コンサルタント（株） 代表取締役 叶　信彦 福岡市中央区草香江1-1-17

福高総合技術コンサルタント（株） 代表取締役 高倉　力矢 福岡市博多区中洲中島町4-23
（株）新世コンソーシアム  久留米支店 支店長 牛島　年博 久留米市荒木町荒木1333番地1

（株）アオイ 代表取締役 上野  稔 福岡市南区弥永5丁目10-1

（株）大平総合プラン　柳川営業所 所長 中島　一仁 柳川市下宮永町677-1

（株）孝栄設計コンサルタント 代表取締役 川崎　孝志 福岡市南区井尻1-36-20

平和測量設計（株）八女支店 支店長 平山　佳広 八女市吉田1149番地1の2サンマリノ吉田A棟102号室

（株）福起設計コンサルタント 代表取締役 池田　淳 福岡市博多区奈良屋町11番18号

筑後測量設計 (株) 代表取締役 山浦　揚介 三潴郡大木町大字奥牟田484-1-1

東洋コンサルタント（株） 代表取締役 吉郷　高治 朝倉郡筑前町松延796-37

（株）シーマコンサルタント 八女営業所 所長 梅野　慎士 八女市黒木町本分1141-1

（株）毎長補償鑑定 代表取締役 原　博明 福岡市中央区西中洲12番13号

昭和（株） 九州支社 支社長 相川　純一 福岡市博多区下川端町3番1号

（株）福岡茜コンサルタント 代表取締役 柄本　一彦 福岡市博多区店屋町4番16号

（株）大建 代表取締役 松　尾　憲　親 福岡市早良区南庄2-9-12
（株）九州開発エンジニヤリング  福岡支店 支店長 原田　康行 福岡市博多区博多駅前4-4-23

（株）旭鑑定補償 代表取締役 津久井　顯 福岡市中央区白金2丁目11番9号

芳野測量設計（株） 代表取締役 中雄　淳一郎 福岡市東区箱崎7-5-8

（株）ランド・コンサルタント 九州支社 支社長 堀口 長太郎 福岡市南区高木2-5-10

（株）間瀬コンサルタント　福岡支店 支店長 後田　淳 福岡市博多区博多駅東二丁目6番28号

平和総合コンサルタント（株）八女営業所 所長 村坂　康信 八女市納楚625-4　栗原アパート205号

Σ1級建築士事務所 代表者 安松 充彦 久留米市津福本町1693-10
（株）久栄綜合コンサルタント 八女営業所 所長 大隈　龍一 八女市室岡529

日本都市技術（株）西日本支社 支社長 堀川　博利 福岡市博多区博多駅前一丁目4番1号

（株）優輝総合コンサル 代表取締役 川副　俊明 福岡市博多区昭南町2-3-8

（株）三和綜合コンサル　九州支店 支店長 梶原　隆男 福岡市博多区比恵町2番7号博多東エースビル5階

㈱アーバンプラン 代表取締役 青木　正史 福岡県久留米市荒木町荒木1313番地14

（株）エム・シー・シー九州 代表取締役 筒井　保臣 福岡市博多区博多駅東二丁目6番28号

（株）都市総合開発研究所 代表取締役 川本 寛人 宮崎県都城市栄町24-2

大倉測量設計（株） 代表取締役 大倉　良夫 朝倉市屋永4327番地の12

（株）イビソク　福岡営業所 所長 山城　健二朗 福岡市南区井尻4丁目42番地25号102号

東和環境科学（株）九州支店 取締役支店長 道法　雅樹 福岡市東区東浜一丁目5番12号

（株）建匠コンサルタント　福岡支店 支店長 西村　郁子 福岡市博多区板付七丁目10番27号第15博多南ＩＲﾋﾞﾙ505号

精工Ｃ＆Ｃ（株）久留米支店 久留米支店長 池田　一吉 久留米市国分町1324-6

（株）大高開発　筑後営業所 筑後営業所長 大津留　啓吾 久留米市荒木町荒木561-58

（有）永和測量設計 代表取締役 本田　和男 柳川市三橋町今古賀42-1

（株）海渡設計 代表取締役 野田　誠一 福岡市東区名島２丁目２番８号

（株）エイト日本技術開発　九州支社 支社長 髙橋　直哉 福岡市博多区住吉三丁目1番80号

和興測量設計（株） 代表取締役 小野　光彦 久留米市東合川三丁目１番１０号

（株）大建補償コンサルタント 代表取締役 徳永　健一 福岡市南区井尻3丁目22番23号4階

（株）原田設計 代表取締役 原田　誠 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富1289番地

（株）第一設計コンサルタント 代表取締役 猪口　輝美 北九州市八幡西区香月中央三丁目2番1号

（株）アップス 代表取締役 山下 昭良 日向市大字財光寺377番地1

（株）総研 代表取締役 篠田　正浩 福岡市中央区天神1丁目13-2

三共測量設計（株）八女営業所 所長 松尾　成男 八女市馬場828番地-1-101

ダン企画設計コンサルタント（株） 代表取締役 秋吉　隆利 福岡市博多区那珂二丁目16-14
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補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

令和 4年・令和 5年度建設工事等入札参加有資格者業者一覧表

大福コンサルタント（株） 代表取締役社長 福田　真也 鹿児島県鹿児島市東郡元町17番15号

(株）ＵＲリンケージ　九州支社 支社長 安川　弘 福岡市中央区天神三丁目9番33号

（株）アイノートコンサルタント 代表取締役 白水　賢司 朝倉郡筑前町東小田3279-1

国土建設測量設計（株） 代表取締役 佐々木　隆人 朝倉市三奈木2775番地

大和総合補償（株） 代表取締役 松田　照子 福岡市中央区天神４丁目２番２０号
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環境調査 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）環境科学システム 代表取締役 島林　信広 大野城市乙金東3ｰ10ｰ12

ＮＴＣコンサルタンツ(株) 九州支社 支社長 安藤　嘉章 福岡市博多区博多駅東三丁目1番26号

（株）東和テクノロジー　九州支店 支店長 藤満　基樹 福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号

（株）ＥＮＪＥＣ 代表取締役 松永　友樹 福岡市南区長丘3-1-18

（株）エヌ・イーサポート　九州支社 支社長 井手本　清隆 福岡市博多区博多駅南五丁目8番17号

西部環境調査（株）福岡事業所 所長 藤井　涼 福岡市博多区築港本町8番14号

（公財）ふくおか公衆衛生推進機構 理事長 本田　浩 福岡市中央区天神4丁目1番32号

（株）CRC食品環境衛生研究所 代表取締役 江川　護 福岡市東区松島5-7-6

（一財）佐賀県環境科学検査協会 理事長 木原　奉文 佐賀県佐賀市光1-1-2

中外テクノス（株）九州支店 支店長 北野　満誉 福岡市博多区東那珂2丁目20番35号
（株）日建技術コンサルタント　福岡南営業所 所長 藤島　義久 久留米市東合川町422番地8（リーベナラサキ）

（一財）九州環境管理協会 理事長 百島 則幸 福岡市東区松香台1-10-1

環境テクノス（株）　福岡支店 支店長 貴戸　秀徳 福岡市博多区博多駅東1-10-23

エヌエス環境（株)九州支店 支店長 小池　順 福岡市博多区相生町3-2-3

東和環境科学（株）九州支店 取締役支店長 道法　雅樹 福岡市東区東浜一丁目5番12号

応用地質（株）　九州事務所 事務所長 桝岡　謙治 福岡市博多区住吉3－1－80オヌキ新博多ビル３階

（株）静環検査センター　福岡支店 支店長 小谷　聖滋 福岡市博多区博多駅南6-4-25
八千代エンジニヤリング（株）九州支店 取締役 執行役員支店長 眞間　修一 福岡市中央区舞鶴3-9-39

日東化学工業（株） 代表取締役 下村　賢史 北九州市小倉南区徳吉東4丁目9-1
（株）復建エンジニヤリング　福岡支社 支社長 森脇　亨 福岡市中央区大名二丁目12番15号

（一財）日本気象協会　九州支社 支社長 小野　和也 福岡市早良区西新一丁目10番27号
（株）環境衛生科学研究所　福岡営業所 所長 斎藤　学 筑紫野市光が丘5丁目1-5

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 代表取締役 藤本　尚伸 福岡市博多区対馬小路1-21

いであ（株）九州支店 支店長 松本　達郎 福岡市東区東浜1-5-12

タナベ環境工学（株）　福岡支社 支社長 大石　直康 福岡市東区松田3-1-20

（株）エコテックネオ 代表取締役社長 伊勢田　隆太 福岡市博多区西月隈4丁目8-35
（株）東洋環境分析センター　福岡事業所 所長 松永　亮介 福岡市博多区井相田三丁目5番10号
中央復建コンサルタンツ（株）九州支社 取締役九州支社長 西垣　勝俊 福岡市博多区祇園町4-61FORECAST博多祇園

（株）三計テクノス 代表取締役 石炭 行信 熊本県熊本市東区御領五丁目10番20号

（公財）北九州生活科学センター　福岡事業所 所長 田中　衞 福岡市博多区千代1丁目2番4号福岡生活衛生食品会館4階

（株）水処理技術センター 代表取締役 牧瀬　正和 佐賀県神埼市千代田町下西244番地

（株）太平環境科学センター 代表取締役 坂本　雅俊 福岡市博多区金の隈二丁目2-31

(株）ＨＥＲ　福岡営業所 所長 吉田　力也 福岡市博多区博多駅南5-11-14

（公社）長崎県食品衛生協会 会長 江口　栄 長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640-3

（株）建設環境研究所　九州支社 支社長 豊國　法文 福岡市博多区奈良屋町２番１号
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樹木管理 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（有）甲斐田組 代表取締役 甲斐田　由吏加 八女市矢原267

（株）桐明組 代表取締役 桐明　和広 八女市柳島92-1

(株)緑幸園 代表取締役 中山　木八 筑後市大字山ノ井580-3

（有）ミキ企画 代表取締役 内田　三喜男 八女市室岡913-3

（株）木下組 代表取締役 木下　豊次 八女市高塚495番地

藤山庭園 八女営業所 所長 東城　仁美 八女市大籠300-3

（株）西鉄グリーン土木 代表取締役 岡村　卓也 福岡市中央区大名一丁目4番１号

（株）髙嶋造園 代表取締役 髙嶋　智久 久留米市東合川町514

諸冨造園 代表者 諸冨　裕文 八女市光230-4

斉藤造園 齊藤　廣喜 八女市室岡797-1

豊建設（有） 代表取締役 安達　元一 八女市亀甲160-3

コジオ造園 代表 小塩　満浩 八女市稲富5番地

大翔グリーン 代表者 大石　美保 八女市新庄1606番地１

（有）アクト 代表取締役 髙倉　誠一 久留米市山川追分1-3-19

入江造園 代表 入江　義信 八女市立花町白木5109-1

川嵜造園 代表者 川嵜　広光 八女市立花町原島314-1

広緑園 個人事業主 堤  広満 八女市黒木町本分2200-1

小森昌寿園 個人事業主 小森　加寿博 八女市矢部村矢部136

都造園（株）筑後支店 代表取締役 中山　功三 筑後市大字久富659番地
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側溝清掃 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

信成建設（有） 代表取締役 中村　信彦 久留米市藤山町1022

（株）研進産業 代表取締役 高木　英範 福岡市博多区吉塚6-6-59

（株）西鉄グリーン土木 代表取締役 岡村　卓也 福岡市中央区大名一丁目4番１号

（株）カブード 代表取締役 橋本　恒幸 福岡市早良区内野四丁目14番8号

（株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸3-50-20

共栄環境開発（株） 代表取締役 久留須　智子 大牟田市汐屋町5-15

（株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚6丁目6番36号

（株）テクノユース 代表取締役 脇山　一春 福岡市城南区鳥飼5-7-1

佐和屋産業（株） 代表取締役 眞鍋　朋美 筑紫野市大字山家4055-1

コジオ造園 代表 小塩　満浩 八女市稲富5番地

環整工業(有)　久留米営業所 所長 内藤　広作 久留米市三潴町生岩1314-3

（株）ヒノ工業 代表取締役 眞津　富雄 福岡市早良区内野4-48-5

（株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町2300-10

（有）藤本商事 代表取締役 藤本　公明 久留米市城島町内野56-2
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道路清掃 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）研進産業 代表取締役 高木　英範 福岡市博多区吉塚6-6-59

（株）西鉄グリーン土木 代表取締役 岡村　卓也 福岡市中央区大名一丁目4番１号

（株）カブード 代表取締役 橋本　恒幸 福岡市早良区内野四丁目14番8号

（株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸3-50-20

共栄環境開発（株） 代表取締役 久留須　智子 大牟田市汐屋町5-15

（株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚6丁目6番36号

（株）テクノユース 代表取締役 脇山　一春 福岡市城南区鳥飼5-7-1

佐和屋産業（株） 代表取締役 眞鍋　朋美 筑紫野市大字山家4055-1

（株）ヒノ工業 代表取締役 眞津　富雄 福岡市早良区内野4-48-5
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建物清掃 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）大川ビル管理 代表取締役 古賀　孝 大川市大字北古賀254-5

筑後地区ビル管理業協同組合 代表理事 熊谷　清文 久留米市本町3-6

（有）南都ビル管理社 代表取締役 熊　谷　清　文 久留米市東櫛原町2072番地2

管清工業（株）九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂5丁目3番13号

（株）三和ビル管理 代表取締役社長 岩永　康介 大牟田市大字手鎌字栗ﾉ内1300番地68

西日本管財（株） 代表取締役 田中　廉 久留米市東櫛原町2608-7

三英ビル管理（株） 代表取締役 中山　智惠 久留米市野中町434番地の3

（株）ヘリオスコーポレーション 代表取締役 待鳥　俊郎 久留米市本町3-6

九州ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株） 代表取締役 古村 勝 福岡県久留米市梅満町高海1650-11

（株）共栄ビル・パートナーズ 代表取締役社長 草場　真哉 福岡市南区向野二丁目11番10号

（有）たなか商事 代表取締役 田中　惠大 八女市龍ケ原5-4

新生ビルメンテナンス（株） 代表取締役 浦　圭司 久留米市宮ノ陣4-30-1

佐和屋産業（株） 代表取締役 眞鍋　朋美 筑紫野市大字山家4055-1

（株）ファビルス 筑肥営業所 筑肥営業所長 木戸 謙二 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37

（株）クリーン商会 代表取締役 多田　有一郎 朝倉市堤816-2

（株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

日東化学工業（株） 代表取締役 下村　賢史 北九州市小倉南区徳吉東4丁目9-1

（株）アタック 代表取締役 楠田　雅文 久留米市荒木町白口1547番地1

安田建物管理（株） 代表取締役 安田　進 福岡市博多区東比恵3丁目5番3号

（株）テクアノーツ　九州事業所 九州事業所長 篠﨑　準二 熊本県熊本市東区東野4丁目1番3号

（有）角屋 代表取締役 小川　忠司 八女市上陽町北川内193番地1

エイケン（株）　久留米営業所 所長 渡邉　昭彦 久留米市合川町216-3

アイ・ティ・アサヒ（株）福岡支社 支社長 磯部　宣洋 福岡市博多区博多駅南1丁目3番8号博多パールビル804号

(株）創美 代表取締役 金子　知憲 久留米市津福本町2152番地2

明星ビルサービス（有） 代表取締役 中村 秀子 久留米市藤光町925番地23

（株）エコテックネオ 代表取締役社長 伊勢田　隆太 福岡市博多区西月隈4丁目8-35

岡部ビル管理㈱ 代表取締役 岡　部　好　章 大牟田市下白川町２丁目１７４番地

ゼオライト㈱ 代表取締役社長 嶋村　謙志 福岡市博多区那珂5-1-11

（有）アクト 代表取締役 髙倉　誠一 久留米市山川追分1-3-19

日本管財株式会社 九州本部 本部長 宮崎　大輔 福岡市博多区博多駅東２丁目１番２３号

（株）全環 代表取締役 森山 成孝 福岡市中央区高砂二丁目5番10号

総合システム管理（株） 代表取締役 中川原　潤 福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号

新日本管財（株） 代表取締役 末吉　聖顕 飯塚市片島2丁目19番6号

（株）旭商会 代表取締役社長 松本　修一 福岡市中央区大名二丁目4番30号西鉄赤坂ビル

（株）溝田 代表取締役 溝田　正樹 久留米市高良内町2807番地5

（株）日田ビル管理センター 代表取締役 高山　英彦 日田市玉川3丁目624番地の22
ホシザキ北九（株）久留米南営業所　久留米サービスセンター 所長 中村　康治 久留米市東櫛原町1042-3

（株）サニタリー 代表取締役 池本　宗隆 鹿児島市東谷川5丁目20番11号

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号

（株）サンアメニテイ　福岡支社 支社長 門井　貴裕 柳川市上宮永町122番1号
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建物消毒 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）大川ビル管理 代表取締役 古賀　孝 大川市大字北古賀254-5

（有）南都ビル管理社 代表取締役 熊　谷　清　文 久留米市東櫛原町2072番地2

（株）三和ビル管理 代表取締役社長 岩永　康介 大牟田市大字手鎌字栗ﾉ内1300番地68

三英ビル管理（株） 代表取締役 中山　智惠 久留米市野中町434番地の3

（株）ヘリオスコーポレーション 代表取締役 待鳥　俊郎 久留米市本町3-6

（株）オール･クリーン社 代表取締役 江島　伸夫 久留米市城島町上青木936-1

九州ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株） 代表取締役 古村 勝 福岡県久留米市梅満町高海1650-11

（株）共栄ビル・パートナーズ 代表取締役社長 草場　真哉 福岡市南区向野二丁目11番10号

新生ビルメンテナンス（株） 代表取締役 浦　圭司 久留米市宮ノ陣4-30-1

（株）ファビルス 筑肥営業所 筑肥営業所長 木戸 謙二 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37

（株）クリーン商会 代表取締役 多田　有一郎 朝倉市堤816-2

ヨシタケＴＳ（株） 代表取締役 吉武　昭三 福岡市南区的場二丁目22番20号

（株）アタック 代表取締役 楠田　雅文 久留米市荒木町白口1547番地1

安田建物管理（株） 代表取締役 安田　進 福岡市博多区東比恵3丁目5番3号

エイケン（株）　久留米営業所 所長 渡邉　昭彦 久留米市合川町216-3

明星ビルサービス（有） 代表取締役 中村 秀子 久留米市藤光町925番地23

岡部ビル管理㈱ 代表取締役 岡　部　好　章 大牟田市下白川町２丁目１７４番地

（有）アクト 代表取締役 髙倉　誠一 久留米市山川追分1-3-19

総合システム管理（株） 代表取締役 中川原　潤 福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号

新日本管財（株） 代表取締役 末吉　聖顕 飯塚市片島2丁目19番6号

（株）旭商会 代表取締役社長 松本　修一 福岡市中央区大名二丁目4番30号西鉄赤坂ビル

（株）溝田 代表取締役 溝田　正樹 久留米市高良内町2807番地5

（株）サンアメニテイ　福岡支社 支社長 門井　貴裕 柳川市上宮永町122番1号
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建物警備 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）大川ビル管理 代表取締役 古賀　孝 大川市大字北古賀254-5

（株）にしけい 代表取締役社長 大坪　潔晴 福岡市博多区店屋町5-10

九州ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株） 代表取締役 古村 勝 福岡県久留米市梅満町高海1650-11

（株）光進ガードシステム 代表取締役 安田　光太郎 福岡市博多区千代4丁目17番27号

セコム（株） 代表取締役 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

綜合警備保障（株）福岡支社 福岡支社長 山下　恒夫 糟屋郡志免町別府北4-2-20

（株）共栄ビル・パートナーズ 代表取締役社長 草場　真哉 福岡市南区向野二丁目11番10号

第一警備保障（株） 久留米支社 支社長 前田　猛 久留米市東町4番9号

新生ビルメンテナンス（株） 代表取締役 浦　圭司 久留米市宮ノ陣4-30-1

（株）ファビルス 筑肥営業所 筑肥営業所長 木戸 謙二 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37

（株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

㈱北斗開発 代表取締役 永　延　城　平 久留米市梅満町92番地1

日東化学工業（株） 代表取締役 下村　賢史 北九州市小倉南区徳吉東4丁目9-1

安田建物管理（株） 代表取締役 安田　進 福岡市博多区東比恵3丁目5番3号

（株）にしけいセキュリティサービス 代表取締役 山口　浩一 福岡市博多区店屋町5-10

岡部ビル管理㈱ 代表取締役 岡　部　好　章 大牟田市下白川町２丁目１７４番地

日本管財株式会社 九州本部 本部長 宮崎　大輔 福岡市博多区博多駅東２丁目１番２３号

総合システム管理（株） 代表取締役 中川原　潤 福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号

新日本管財（株） 代表取締役 末吉　聖顕 飯塚市片島2丁目19番6号

東洋警備保障（株）　筑後支社 支社長 宮田　毅 筑後市大字上北島385番1号

アイギスセキュリティ（株） 代表取締役 旧谷　祐希 北九州市八幡西区黒崎三丁目1-3菅原第一ビルディング5階Ｅ号室

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号

（株）サンアメニテイ　福岡支社 支社長 門井　貴裕 柳川市上宮永町122番1号

（株）ファースト　春日支店 支店長 窪山　慎太郎 春日市大谷9丁目57番地
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防蟻 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）大川ビル管理 代表取締役 古賀　孝 大川市大字北古賀254-5

（株）オール･クリーン社 代表取締役 江島　伸夫 久留米市城島町上青木936-1

（株）アタック 代表取締役 楠田　雅文 久留米市荒木町白口1547番地1

エイケン（株）　久留米営業所 所長 渡邉　昭彦 久留米市合川町216-3

（有）アクト 代表取締役 髙倉　誠一 久留米市山川追分1-3-19

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号
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ＴＶｶﾒﾗ調査 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

管清工業（株）九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂5丁目3番13号

信成建設（有） 代表取締役 中村　信彦 久留米市藤山町1022

（株）研進産業 代表取締役 高木　英範 福岡市博多区吉塚6-6-59

（株）西鉄グリーン土木 代表取締役 岡村　卓也 福岡市中央区大名一丁目4番１号

（株）カブード 代表取締役 橋本　恒幸 福岡市早良区内野四丁目14番8号

（株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸3-50-20

共栄環境開発（株） 代表取締役 久留須　智子 大牟田市汐屋町5-15

（株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚6丁目6番36号

（株）テクノユース 代表取締役 脇山　一春 福岡市城南区鳥飼5-7-1

佐和屋産業（株） 代表取締役 眞鍋　朋美 筑紫野市大字山家4055-1

（株）建築企画コム･フォレスト 代表取締役 林田　俊二 福岡市博多区神屋町4-5KS神屋町ビル7F

（資）柴尾電気商会 無限責任社員 柴尾　清成 八女市黒木町桑原83-1

（株）日本インシーク 久留米営業所 所長 古澤　清治 久留米市原古賀町20-1

（株）テクアノーツ　九州事業所 九州事業所長 篠﨑　準二 熊本県熊本市東区東野4丁目1番3号

環整工業(有)　久留米営業所 所長 内藤　広作 久留米市三潴町生岩1314-3

金子建設（株） 代表取締役 金子　泰大 久留米市東櫛原町487番地

（株）ヒノ工業 代表取締役 眞津　富雄 福岡市早良区内野4-48-5

（株）Ｎ＆Ｓエンタープライズ 代表取締役 中嶋　芳雄 熊本県熊本市北区楡木6丁目4番10号ｃｙｓビル

（有）藤本商事 代表取締役 藤本　公明 久留米市城島町内野56-2

今別府産業（株）福岡支店 支店長 村吉　裕樹 福岡市博多区井相田三丁目25-1

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野　通久 今治市国分一丁目１番１８号

（株）サニタリー 代表取締役 池本　宗隆 鹿児島市東谷川5丁目20番11号

（有）ハシノ工業 代表取締役 橋野　要 神戸市北区藤原台南町２丁目１９番１号
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漏水調査 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）テクノスジャパン 代表取締役 垣本　政輝 福岡市博多区光丘町3丁目1-5

フジ地中情報（株）九州支店 支店長 吉田　高文 福岡市南区横手1-12-48

信成建設（有） 代表取締役 中村　信彦 久留米市藤山町1022

（株）コスモリサーチ 代表取締役 築山　邦弘 福岡市博多区春町2-8-9

（株）西鉄グリーン土木 代表取締役 岡村　卓也 福岡市中央区大名一丁目4番１号

(株)西日本水道センター 九州支店 支店長 手柴　正憲 福岡市博多区東光2-20-28-201

（株）カブード 代表取締役 橋本　恒幸 福岡市早良区内野四丁目14番8号

（株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚6丁目6番36号

（株）オキローボ　福岡支社 支社長 藤野　和幸 福岡市西区姪の浜一丁目21-21

ヴェオリア・ジェネッツ（株）　九州支店 支店長 吉野　健 福岡市南区横手一丁目12番48号

（株）ライフライン　北九州営業所 営業所長 政木　章三 北九州市小倉北区東篠崎1丁目1-15-A402

メディアシステム（株）　福岡営業所 営業所長 古賀　達也 福岡市中央区清川2丁目2-23-706号

（株）日本スイコー　北九州支店 支店長 古　野　正　也 北九州市八幡西区藤田二丁目2番17号

（株）テクアノーツ　九州事業所 九州事業所長 篠﨑　準二 熊本県熊本市東区東野4丁目1番3号

環整工業(有)　久留米営業所 所長 内藤　広作 久留米市三潴町生岩1314-3

(有)サンロック 代表取締役 岩元　みづえ 鹿児島県垂水市浜平1805番地5

（株）高田電気 代表取締役 高田　秀康 八女市上陽町北川内15-6

（株）テスコム 代表取締役 石田　繁則 大野城市御笠川4-11-19

（株）ヒノ工業 代表取締役 眞津　富雄 福岡市早良区内野4-48-5

九州テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役社長 酒井　喜代司 熊本県熊本市東区健軍一丁目38番1号

（株）ウォーターワークス 代表取締役 築山　栄 福岡市博多区春町1丁目6番1-310号

フジテコム㈱九州支店 支店長 松河　孝次 福岡市博多区東比恵3丁目4番2号

九州マニュテック（株） 代表取締役 原田　喜久住 熊本県合志市上庄826番地4
（株）日本漏防コンサルタント　福岡営業所 所長 望月　敏文 福岡市西区姪の浜5-5-6-304
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電波障害調査 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

ニシム電子工業（株）福岡支店 支店長 山﨑　信二 福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号

（株）ＮＨＫテクノロジーズ　福岡総支社 総支社長 加藤　剛 福岡市中央区六本松1-1-10

電気興業（株）九州支店 専任次長 内村　哲夫 福岡市早良区百道浜1-7-5

（資）柴尾電気商会 無限責任社員 柴尾　清成 八女市黒木町桑原83-1

フコク電興（株） 代表取締役社長 林　忠彦 福岡市博多区山王一丁目15番8号

（株）高田電気 代表取締役 高田　秀康 八女市上陽町北川内15-6

（株）九電工　八女営業所 所長 藤井　昇 八女市蒲原1284

（株）Ｎ＆Ｓエンタープライズ 代表取締役 中嶋　芳雄 熊本県熊本市北区楡木6丁目4番10号ｃｙｓビル
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除草 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

（株）桐明組 代表取締役 桐明　和広 八女市柳島92-1

藤山庭園 八女営業所 所長 東城　仁美 八女市大籠300-3

（株）髙嶋造園 代表取締役 髙嶋　智久 久留米市東合川町514

諸冨造園 代表者 諸冨　裕文 八女市光230-4

コジオ造園 代表 小塩　満浩 八女市稲富5番地

岡部ビル管理㈱ 代表取締役 岡　部　好　章 大牟田市下白川町２丁目１７４番地

（有）アクト 代表取締役 髙倉　誠一 久留米市山川追分1-3-19

都造園（株）筑後支店 代表取締役 中山　功三 筑後市大字久富659番地
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建物管理 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

日本昇降機（株） 代表取締役 川口　勝正 福岡市博多区麦野4-7-6

（有）八女浄化槽管理センター 代表取締役 馬場　信弘 八女市祈祷院103-1

（株）三和ビル管理 代表取締役社長 岩永　康介 大牟田市大字手鎌字栗ﾉ内1300番地68

日本オーチス・エレベータ（株）　九州支店 支店長 御家瀬　典之 福岡市博多区博多駅南1丁目2番13号

浅野アタカ（株）九州支店 支店長 古賀　秀一 福岡市中央区白金二丁目11番9号

（株）にしけい 代表取締役社長 大坪　潔晴 福岡市博多区店屋町5-10
パナソニックＥＷエンジニアリング（株）九州支店 支社長 戸田　庄一 福岡市中央区薬院3-1-24

九州ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ（株） 代表取締役 古村 勝 福岡県久留米市梅満町高海1650-11

（株）菱熱 代表取締役社長 亀井　英次 福岡市博多区博多駅南1-8-13
㈱ウォーターエージェンシー 九州北オペレーションセンター センター長 作田　信隆 大牟田市大字草木1168-1

東芝エレベータ（株）九州支社 支社長 河口　健士 福岡市中央区長浜2-4-1

（株）共栄ビル・パートナーズ 代表取締役社長 草場　真哉 福岡市南区向野二丁目11番10号

オリエント産業（株）久留米支店 支店長 藤井　正義 久留米市瀬下町1-1

（有）たなか商事 代表取締役 田中　惠大 八女市龍ケ原5-4

（株）環境開発 代表取締役 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚6丁目6番36号

第一警備保障（株） 久留米支社 支社長 前田　猛 久留米市東町4番9号

（株）日本電子 代表取締役 梅本　享祐 福岡市南区折立町5-59

（株）倉重ポンプ商会 代表取締役 倉重　功 久留米市梅満町136番地の5
三菱電機ビルソリューソンズ（株） 九州支社 役員理事支社長 徳永　俊太郎 福岡市博多区住吉1-2-25

扶桑電通(株) 九州支店 執行役員支店長 尾崎　圭吾 福岡市博多区博多駅前1-18-7

（株）ファビルス 筑肥営業所 筑肥営業所長 木戸 謙二 佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37

（株）クリーン商会 代表取締役 多田　有一郎 朝倉市堤816-2
（一財）九州電気保安協会　八女事業所 事業所長 赤田　雄一朗 八女市蒲原141-1

東機械工業（株） 代表取締役 永安　勉 福岡市博多区博多駅南4-18-5
新明和アクアテクサービス㈱九州センター 所長 出口　恒二 福岡市博多区半道橋1-2-1

（株）ナイガイ 代表取締役 古財 琢磨 久留米市東合川6-4-52

ヴェオリア・ジェネッツ（株）　九州支店 支店長 吉野　健 福岡市南区横手一丁目12番48号

（株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

空研工業（株）工事部 部長 過能　圭介 福岡市西区内浜2丁目4番38号

（株）サンケン・エンジニアリング 代表取締役 筒　芳成 福岡市南区大楠二丁目13番7号

九州電気管理協同組合 代表理事 高島　栄治 福岡市博多区博多駅南一丁目8番12号

日本無線（株）九州支社 支社長 鈴木　工 福岡市博多区綱場町4-1
三菱電機プラントエンジニアリング（株）九州本部 執行役員九州本部長 平　隆則 福岡市博多区上牟田1-17-1

東テク（株）九州支店 執行役員支店長 平尾　亮一 福岡市博多区博多駅南4丁目10番8号

隔測計装（株） 代表取締役 鹿林 康男 福岡市南区寺塚1丁目28番5号

コニカミノルタプラネタリウム（株） 代表取締役社長 古瀬　弘康 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号

安田建物管理（株） 代表取締役 安田　進 福岡市博多区東比恵3丁目5番3号

千代田興産（株）本社営業統括部 本社営業統括部長 佐藤　俊秀 福岡市中央区白金2-5-16

（有）筑邦トーハツ商会 代表取締役 桐岡　康彦 久留米市野中町417-6

東伸エンジニアリング（株）九州支店 支店長 西村　貞夫 筑紫野市原田五丁目6番29号

ジャトー（株）九州営業所 所長 濵口　直樹 福岡市博多区豊1-4-25

アイテック（株）　福岡支店 支店長 稲葉　雅也 福岡市西区姪の浜2丁目3番11-304号

ジョンソンコントロールズ㈱九州支店 支店長 内田　幸生 福岡市博多区冷泉町4-20島津博多ビル5F

（株）松村電機製作所　九州支店 支店長 柿野  寛 福岡市博多区博多駅前1-15-20

ＪＦＥ環境テクノロジー（株）九州支店 支店長 青鹿　松一 大牟田市小浜町1丁目2番地の1

ネットワーク（株） 代表取締役 黒田　英己 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町554-4

西日本三建サービス（株） 代表取締役社長 外峯　勲男 福岡市中央区舞鶴2丁目4番5号

アイ・ティ・アサヒ（株）福岡支社 支社長 磯部　宣洋 福岡市博多区博多駅南1丁目3番8号博多パールビル804号

光伸（株）福岡営業所 所長 西原　大祐 福岡市博多区博多駅南4丁目2-10南近代ビル

寺岡オートドア（株）　佐賀営業所 所長 今西　泰臣 佐賀市巨勢町牛島201番地１
ヤンマーエネルギーシステム（株）福岡支店 支店長 細　博明 福岡市博多区博多駅前1-2-5

千代田計装（株） 代表取締役社長 壱崎　幸朗 福岡市早良区百道1-18-25
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建物管理 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地
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西日本クリスタル（株） 代表取締役 村上　泰之 福岡市早良区有田3-8-25

中央防災システム（株） 代表取締役 中山　拓 久留米市東合川7丁目1-21

ＯＫＩクロステック（株）九州支社 支社長 白濱　勝 福岡市南区向野2-9-26

（株）エコテックネオ 代表取締役社長 伊勢田　隆太 福岡市博多区西月隈4丁目8-35

岡部ビル管理㈱ 代表取締役 岡　部　好　章 大牟田市下白川町２丁目１７４番地

九州テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役社長 酒井　喜代司 熊本県熊本市東区健軍一丁目38番1号

ゼオライト㈱ 代表取締役社長 嶋村　謙志 福岡市博多区那珂5-1-11

（株）水機テクノス 九州支店 支店長 宮﨑　龍一 福岡市博多区吉塚1-27-17
明電ファシリティサービス（株）九州支店 支店長 高橋　昌義 福岡市博多区住吉5丁目5-3

リュウテック昇降機（株） 代表取締役 赤星　隆幸 福岡市博多区東那珂3丁目5番33号

（株）安藤・間　九州支店 執行役員支店長 五所　久和 福岡市中央区大名1-8-10

（株）九電工　八女営業所 所長 藤井　昇 八女市蒲原1284

織田電気保安管理事務所 社長 織田　秀彦 八女市本村380-7

（株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町2300-10

（有）ゼネラル通信 代表取締役 木村 勝淑 熊本県熊本市東区江津1丁目15番48号

（株）Ｎ＆Ｓエンタープライズ 代表取締役 中嶋　芳雄 熊本県熊本市北区楡木6丁目4番10号ｃｙｓビル

（株）近代プラント 代表取締役社長 石田　保憲 福岡市東区松島4-13-15

日本管財株式会社 九州本部 本部長 宮崎　大輔 福岡市博多区博多駅東２丁目１番２３号

（株）ファノバ 九州支店 支店長 松永　国嗣 大野城市東大利3丁目16番21号

ＮＥＣネッツエスアイ（株）九州支店 支店長 磯野　文明 福岡市中央区天神一丁目１０番２０号

総合システム管理（株） 代表取締役 中川原　潤 福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14

ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号

新日本管財（株） 代表取締役 末吉　聖顕 飯塚市片島2丁目19番6号

ステージプロダクション（株） 代表取締役 荒川　暢嘉 八女市祈祷院219番地6

（株）テクノ菱和　九州支店 執行役員支店長 堀下　浩 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号

旭陽電気（株） 代表取締役 田口　剛 福岡市博多区東比恵三丁目15-27

三晃工業（株） 代表取締役 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目15番26号

三精工事サービス（株）九州支店 支店長 藤田　満 福岡市博多区博多駅南4丁目8番21号

（株）中村商会 代表取締役 中村　司 久留米市国分町1415番地4

（株）エレックス極東 代表取締役 三宅　正貢 愛知県名古屋市天白区島田三丁目608-1

ＪＲＣシステムサービス（株）九州支店 支店長 坪内　潔 福岡市博多区綱場町4番1号

（株）旭商会 代表取締役社長 松本　修一 福岡市中央区大名二丁目4番30号西鉄赤坂ビル

（株）溝田 代表取締役 溝田　正樹 久留米市高良内町2807番地5

九州オートドアー（株）　佐賀営業所 所長 多良　純一 佐賀県神埼郡吉野ケ里町田手2718

（株）協働管財　熊本営業所 営業所長 秋山　一峰 熊本県熊本市中央区京町2丁目14-16-306

現場ソリューションカンパニー九州社 九州社社長 古賀　司郎 福岡市博多区上呉服町10番1号
文化シャッターサービス（株）九州サービス支店 支店長 清武　太志 福岡市博多区元町1-7-8 ＭＦビルⅡ 102

（株）信和エレベーター 代表取締役 竹下　真人 大牟田市新勝立町五丁目84-27

（株）サン電工社 代表取締役 土井　隆太郎 福岡市中央区鳥飼二丁目6-51

（有）アガリシステムサービス 代表取締役 上里　祐次郎 広島県広島市東区牛田新町四丁目8-13

（株）福岡防災センター 代表取締役 荒木　進 久留米市諏訪野町2272-2

ＮＤネットサービス（有） 代表取締役 鈴木　宏隆 堺市堺区神南辺町二丁目９０番地５

西日本エレベータ（株） 代表取締役 工藤　正之 福岡市東区多の津4-6-4

（株）三輝　福岡支店 支店長 上野　公寛 福岡市博多区博多駅南1-3-6　第三博多偕成ビル1102

川口電気管理事務所 代表 川口　一義 大野城市白木原5-7-5-207

太平ビルサービス（株） 代表取締役 狩野　伸彌 福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号

（株）サンアメニテイ　福岡支社 支社長 門井　貴裕 柳川市上宮永町122番1号

（株）北陽オートドアサービス 代表取締役 相原　潤 大阪市淀川区新高6丁目14-58

（株）清香産業 代表取締役 新原　美子 八女市黒木町本分2567番地6
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日本電気（株）　九州支社 支社長 入佐　健一 福岡市中央区天神一丁目１０番２０号
（株）大和速記情報センター　福岡営業所 福岡営業所長 荒木　亮二 福岡市博多区博多駅東2-6-23

（株）オオバ　九州支店 支店長 栗栖　重雄 福岡市中央区大手門1-1-12

（株）内田洋行　九州支店 支店長 坂口　秀雄 福岡市中央区大名2-9-27

フジ地中情報（株）九州支店 支店長 吉田　高文 福岡市南区横手1-12-48
富士フイルムシステムサービス（株）  公共事業本部　西日本支店 支店長 久保　裕之 福岡市博多区博多駅東二丁目14-1

（株）三水コンサルタント　西部支社 支社長 住山　真 福岡市博多区中洲5丁目6番28号

行政システム九州（株）福岡支店 支店長 小原　慎司 福岡市博多区東比恵三丁目1番2号

九州地理情報（株） 代表取締役 三舛　善彦 福岡市東区青葉2-30-1
（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原 壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5西京極駅前ﾋﾞﾙ6階

国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛 東京都世田谷区池尻二丁目7番3号

オリジナル設計（株）福岡事務所 所長 渡邊　光則 福岡市博多区博多駅前2丁目6番12号

ニシム電子工業（株）福岡支店 支店長 山﨑　信二 福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号

㈱パスコ 福岡支店 支店長 山内　隆嗣 福岡市博多区東比恵3-5-2

（株）ＲＫＫＣＳ 代表取締役 金子　篤 熊本県熊本市中央区九品寺1-5-11

朝日航洋（株）　福岡支店 支店長 永松　大助 福岡市博多区博多駅東3-12-1

（株）ＢＣＣ 代表取締役社長 田中　功 福岡市中央区六本松二丁目12-19

三谷コンピュータ(株) 代表取締役社長 後　淳也 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

（株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井 義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12
（株）サーベイリサーチセンター　九州事務所 所長 林　雅保 福岡市博多区博多駅東2丁目6番26号

ヨシタケＴＳ（株） 代表取締役 吉武　昭三 福岡市南区的場二丁目22番20号

（株）両備システムズ 代表取締役 松田　敏之 岡山県岡山市南区豊成2-7-16

（株）図書館流通センター 代表取締役 谷一　文子 東京都文京区大塚三丁目1番1号

（株）オーイーシー　福岡支社 支社長 相川　大輔 福岡市中央区天神4-1-1第7明星ビル5階

（株）アイネス　九州支社 支社長 大橋　市朗 福岡市博多区博多駅前３丁目２番１号

（株）ケー・デー・シー　西日本支店 支店長 宇賀神　満則 福岡市中央区天神3-11-20天神エフビル

（株）地域科学研究所　福岡事務所 福岡事務所長 木下　晋介 福岡市博多区博多駅南1-8-31九州ビル

（株）麻生情報システム　飯塚事業所 飯塚事業所長 大庭　文志郎 飯塚市吉原町6番1号あいタウン3階

（株）ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ 代表取締役社長 中山　義一 東京都港区芝浦一丁目1-1

ヴェオリア・ジェネッツ（株）　九州支店 支店長 吉野　健 福岡市南区横手一丁目12番48号

（株）オプティマ 代表取締役 森田　宏樹 東京都品川区大崎3-5-2

（株）ライフライン　北九州営業所 営業所長 政木　章三 北九州市小倉北区東篠崎1丁目1-15-A402

富士マイクロ（株） 福岡支店 支店長 野村　正和 福岡市博多区諸岡2-12-38

西日本電信電話（株）九州支店 執行役員九州支店長 梶原　全裕 福岡市博多区博多駅東3-2-28
有限責任監査法人 トーマツ 福岡事務所 事務所長 伊藤　次男 福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ

（株）九州みらい研究所 代表取締役 福田　博 熊本県熊本市東区健軍四丁目13番2号

（株）日本インシーク 久留米営業所 所長 古澤　清治 久留米市原古賀町20-1

（株）有明ねっとこむ 代表取締役 納冨　和由紀 大牟田市不知火町一丁目3番地の10

ジャトー（株）九州営業所 所長 濵口　直樹 福岡市博多区豊1-4-25

（一財）日本気象協会　九州支社 支社長 小野　和也 福岡市早良区西新一丁目10番27号

西鉄情報システム（株） 代表取締役社長 丹山　裕和 福岡市博多区千代四丁目1番33号

（株）ＱＴｎｅｔ 代表取締役　社長執行役員 岩﨑　和人 福岡市中央区天神1丁目12番20号
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス（株）九州支社 九州支社長 久保田　浩二 福岡市博多区博多駅前1-17-21

（株）ジチタイアド 代表取締役 時津　孝康 福岡市中央区薬院1丁目14番5号ＭＧ薬院ビル

九電ビジネスソリューションズ（株） 代表取締役社長 犬塚　雅彦 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号電気ビル北館

（株）西日本リサーチ・センター 代表取締役 野上　淳一 福岡市中央区今泉一丁目4番1号

ジャパンシステム（株） 代表取締役社長 齋藤　英明 東京都渋谷区代々木一丁目22番1号

（株）NTTドコモ　九州支社 執行役員九州支社長 根本　浩二 福岡市中央区渡辺通二丁目6番1号

（株）会議録研究所 代表取締役 小池　好子 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４

金剛（株）九州支店 支店長 伊集院　直親 福岡市博多区博多駅前2-20-15第7岡部ビル9Ｆ

ＩＣＴコンストラクション（株） 代表取締役 松田　清信 福岡市博多区冷泉町5－35福岡祇園第一生命ビル5階

㈱日立システムズ 中国支社 支社長 佐藤　和夫 広島県広島市中区上幟町3番33号
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（株）ＦＣＣテクノ 代表取締役 西村　秀星 福岡市南区大橋4-25-30ベルエール大橋２階

（株）中央設計技術研究所　福岡事務所 所長 一ノ瀬　旭 福岡市博多区上呉服町１２番３３号

（株）パシフィックシステム 代表取締役 穗野　豊 宮崎県日向市永江町1丁目105番地

（株）ぎょうせい　九州支社 支社長 松浦　孝徳 福岡市早良区百道浜2丁目4番27号ＡＩビル2階

（株）リサーチアンドソリューション 代表取締役 清見　光生 福岡市博多区上呉服町12-33

神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号

（株）談 福岡支社 支社長 森林　久枝 福岡市中央区天神4丁目2-36天神第一ビル4Ｆ

（株）大塚商会　九州支店 支店長 瀧場　誠 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル8F

（株）コミクリ 代表取締役 佐藤　弘人 東京都三鷹市下連雀3-38-16スマート・パーク三鷹

（株）ジェイエスキューブ 第七営業本部 本部長 金子　潤二 福岡市博多区博多駅前4-4-15

（株）九電工　八女営業所 所長 藤井　昇 八女市蒲原1284

（株）ミューテックス 代表取締役 田中　幸徳 埼玉県川越市南台三丁目1番地26

（株）西日本新聞メディアラボ 代表取締役 高橋　正則 福岡市中央区天神1-4-1西日本新聞会館

㈱イーディシー 代表取締役 大野　剛正 福岡市中央区港一丁目8番4号

（株）九州コーユー 代表取締役 北島　哲已 佐賀県小城市三日月町金田813番地

（株）学映システム 久留米営業所 所長 松尾 雄一郎 久留米市東合川8丁目8番21

（株）議事録発行センター 代表取締役 友野　泰志 岡山県岡山市北区高柳西町1-23

北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 秋田県秋田市南通築地１５－３２

（株）Ｎ＆Ｓエンタープライズ 代表取締役 中嶋　芳雄 熊本県熊本市北区楡木6丁目4番10号ｃｙｓビル

（株）とっぺん 代表取締役 天賀　光広 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3190番地3

（株）シンク 取締役社長 丸山　秀明 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル

ＮＥＣネッツエスアイ（株）九州支店 支店長 磯野　文明 福岡市中央区天神一丁目１０番２０号

（株）エイジェック　福岡オフィス 統括本部長 平井　真次 福岡市博多区住吉1-2-25ｷｬﾅﾙｼﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6階

（株）ウェルクル　九州・中国支部 九州・中国支部長 髙田　幸治 福岡市博多区博多駅東1丁目14-25新幹線ビル2号館7階

（株）ジェイ・フィット 代表取締役 津田　健司 福岡市博多区博多駅東二丁目6番23号

（株）エヌ・アイ・ケイ 代表取締役 黒田　剛 熊本県熊本市中央区水道町14番27号
パーソルテンプスタッフ（株）　九州営業部 部長 栗城　健 福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡4階

（株）ＴＫＣ 代表取締役社長 飯塚 真規 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地

ミツイワ（株）営業本部 九州営業部 部長 渡辺　勝彦 福岡市中央区長浜1-4-6

（株）ムサシ　福岡支店 支店長 荻野　勝紀 福岡市博多区店屋町6-25

ソフトフィールド（株） 代表取締役社長 田中　猛 福岡市博多区博多駅東二丁目6番23号博多駅前第2ビル7階

(株）システム　ビィー・アルファ 代表取締役 水口　建二郎 福岡市中央区薬院三丁目16-26

（株）九州日立システムズ 代表取締役社長 荒井　正純 福岡市博多区博多駅南二丁目12-22

（株）ブレインサービス 代表取締役 桑原　昌次 大阪府大阪市西区阿波座2-4-23

小林クリエイト（株）西日本営業部 部長 清水　英也 福岡市中央区渡辺通二丁目9-31福岡ＧＡビル4階

（株）電盛社　福岡支店 取締役福岡支店長 久保田　賢二 福岡市南区那の川1丁目3番6号

第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 東京都港区南青山二丁目11番17号

現場ソリューションカンパニー九州社 九州社社長 古賀　司郎 福岡市博多区上呉服町10番1号
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 福岡支社長 竹内　將人 久留米市東町38番地1

(株）佐賀電算センター　福岡支社 支社長 菰田　秀三 福岡市博多区店屋町1番35号博多三井ビルディング2号館3階

ソリマチ（株） 代表取締役 反町　秀樹 新潟県長岡市表町1丁目4番地24

ＳＢテクノロジー（株） 代表取締役 阿多　親市 東京都新宿区新宿六丁目27-30

（株）日本医事保険教育協会 代表取締役 佐藤　里美 熊本県熊本市中央区辛島町3-20

（株）オープンループパートナーズ 代表取締役 駒井　滋 東京都新宿区新宿四丁目3-17

富士通Ｊａｐａｎ（株）福岡支社 支社長 廣瀬　輝人 福岡市博多区東比恵一丁目5-13

（有）アガリシステムサービス 代表取締役 上里　祐次郎 広島県広島市東区牛田新町四丁目8-13

（株）データホライゾン 代表取締役 内海　良夫 広島県広島市西区草津新町一丁目21-35広島ミクシス・ビル

ヒューマンリソシア（株） 代表取締役 御旅屋　貢 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号

（株）ＨＡＲＰ 代表取締役 近藤　晃司 札幌市中央区北一条西6丁目1番2

（株）ミラボ 代表取締役 谷川　一也 千代田区神田駿河台四丁目１番２号　ステラ御茶ノ水ビル８Ｆ

（株）名豊 代表取締役 小池　武史 名古屋市中区松原二丁目２番３３号

（株）文化工房　福岡支店 支店長 奥村　勧 福岡市早良区高取二丁目11番5号
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アジアクエスト（株） 代表取締役 桃井　純 千代田区飯田橋3-11-13飯田橋i-MARK ANNEX 6F

（株）ウイルエージェンシー 代表取締役 須田　純一 新宿区新宿四丁目3番17号
（株）プラスアドグループ　福岡ＯＦＦＩＣＥ マネジャー 肥川　達也 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1

（株）インソース　九州支社 支社長 片居木　拓磨 福岡市博多区博多駅前1-1-1博多新三井ビル4階
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（株）孝栄設計コンサルタント 代表取締役 川崎　孝志 福岡市南区井尻1-36-20

筑後測量設計 (株) 代表取締役 山浦　揚介 三潴郡大木町大字奥牟田484-1-1

芳野測量設計（株） 代表取締役 中雄　淳一郎 福岡市東区箱崎7-5-8

（有）永和測量設計 代表取締役 本田　和男 柳川市三橋町今古賀42-1
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企画制作 令和 4年10月 1日現在

業者名 代表者役職 代表者名 所在地

九州電技開発(株) 代表取締役社長 中武　司 福岡市中央区清川2-13-6

ランドブレイン（株）福岡事務所 所長 堀口　悟 福岡市中央区天神4-8-25

（株）よかネット 代表取締役 山辺　眞一 福岡市博多区中洲中島町3番8号

中外テクノス（株）九州支店 支店長 北野　満誉 福岡市博多区東那珂2丁目20番35号

（株）九州博報堂 代表取締役 江﨑　信友 福岡市中央区天神1丁目4番1号
（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原 壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5西京極駅前ﾋﾞﾙ6階

（一財）九州環境管理協会 理事長 百島 則幸 福岡市東区松香台1-10-1

日本都市技術（株）西日本支社 支社長 堀川　博利 福岡市博多区博多駅前一丁目4番1号

（株）乃村工藝社 代表取締役　社長執行役員 榎本　修次 東京都港区台場２－３－４
（株）サーベイリサーチセンター　九州事務所 所長 林　雅保 福岡市博多区博多駅東2丁目6番26号

ヨシタケＴＳ（株） 代表取締役 吉武　昭三 福岡市南区的場二丁目22番20号

（株）図書館流通センター 代表取締役 谷一　文子 東京都文京区大塚三丁目1番1号

グローバル・ライフ・サポート（株） 代表取締役 日暮　光一郎 福岡市博多区綱場町5番1号

Ｎｅｘｔ－ｉ（株）九州支店 代表 藤井　文彦 福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号

（株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地

（株）オーイーシー　福岡支社 支社長 相川　大輔 福岡市中央区天神4-1-1第7明星ビル5階

（株）地域科学研究所　福岡事務所 福岡事務所長 木下　晋介 福岡市博多区博多駅南1-8-31九州ビル

大和産業（株） 代表取締役 岩瀬　豊美 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目5番19号

（株）レンタルのニッケン　久留米営業所 所長 神谷　盛寿 久留米市御井旗崎二丁目25番48号
有限責任監査法人 トーマツ 福岡事務所 事務所長 伊藤　次男 福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ

コニカミノルタプラネタリウム（株） 代表取締役社長 古瀬　弘康 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号

（株）九州みらい研究所 代表取締役 福田　博 熊本県熊本市東区健軍四丁目13番2号
（株）アーバントラフィックエンジニアリング 福岡事務所 所長 嶋村　泰弘 福岡市中央区大宮1-4-34

（株）現代けんこう出版 代表取締役 中野　茂季 東京都墨田区両国一丁目12番8号

（株）ＤＮＰプランニングネットワーク 執行役員営業本部副本部長兼九州営業部長 江浦　薫 福岡市南区清水2丁目15-11ＤＮＰ福岡第２ビル２階

(株)長大 福岡支社 支社長 笠井　茂夫 福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号

（株）ＱＴｎｅｔ 代表取締役　社長執行役員 岩﨑　和人 福岡市中央区天神1丁目12番20号

（有）清川テント工業 代表取締役 清川　清三 田川市大字糒1836-8

（株）セレスポ　福岡支店 支店長 水田　弘貴 福岡市東区松崎2-24-12

（株）ジチタイアド 代表取締役 時津　孝康 福岡市中央区薬院1丁目14番5号ＭＧ薬院ビル

（株）丹青社 代表取締役 高橋 貴志 東京都港区港南一丁目2番70号

（株）西日本リサーチ・センター 代表取締役 野上　淳一 福岡市中央区今泉一丁目4番1号

（株）ドット・コミュニケーションズ 代表取締役 石橋　隆次 福岡市博多区博多駅前3-27-24

（株）ぎょうせい　九州支社 支社長 松浦　孝徳 福岡市早良区百道浜2丁目4番27号ＡＩビル2階

（株）談 福岡支社 支社長 森林　久枝 福岡市中央区天神4丁目2-36天神第一ビル4Ｆ

（株）トータルメディア開発研究所 代表取締役 山村　健一郎 東京都千代田区紀尾井町3番23号

（株）オークラ 代表取締役 星野　幸藏 太宰府市通古賀4丁目5番3号都府楼ガーデンハイツ105

（株）西日本新聞メディアラボ 代表取締役 高橋　正則 福岡市中央区天神1-4-1西日本新聞会館

（株）エックス都市研究所 九州事務所 所長 東　修 北九州市小倉北区堺町一丁目2番16号

（株）九州コーユー 代表取締役 北島　哲已 佐賀県小城市三日月町金田813番地

（株）イベントシンクプロモーション 代表取締役 山本　晃久 北九州市小倉南区葛原5-4-20

(公財）九州経済調査協会 理事長 髙木　直人 福岡市中央区渡辺通2-1-82

（株）ツカサ創研 福岡本店 店長 坂田 誠一 福岡市中央区今泉1丁目12-8天神QRビル6階

（株）とっぺん 代表取締役 天賀　光広 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3190番地3

ステージプロダクション（株） 代表取締役 荒川　暢嘉 八女市祈祷院219番地6

ジャパンレントオール（株） 代表取締役 加護　洋一 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋467-1

（株）アトレア・コンサルティング 代表取締役 永利　智子 福岡市博多区博多駅前1-15-20-2F

（株）データホライゾン 代表取締役 内海　良夫 広島県広島市西区草津新町一丁目21-35広島ミクシス・ビル

（株）ＦＯＲＴＨ 代表取締役 服部　修平 八女市本町1-244-2

（株）島田組　九州支店 支店長 塩濱　浩之 久留米市東合川6丁目2-13

（株）名豊 代表取締役 小池　武史 名古屋市中区松原二丁目２番３３号

（株）文化工房　福岡支店 支店長 奥村　勧 福岡市早良区高取二丁目11番5号
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特定非営利活動法人福岡ジェンダー研究所 理事長 窪田　由紀 福岡市博多区博多駅東3-9-3　博多ニッコーハイツ403

（株）プラスアドグループ　福岡ＯＦＦＩＣＥ マネジャー 肥川　達也 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1

（株）インソース　九州支社 支社長 片居木　拓磨 福岡市博多区博多駅前1-1-1博多新三井ビル4階
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業者名 代表者役職 代表者名 所在地

フジ総合補償鑑定（株） 代表取締役 藤岡　憲 久留米市津福今町195-12
（株）大和速記情報センター　福岡営業所 福岡営業所長 荒木　亮二 福岡市博多区博多駅東2-6-23

（株）大川ビル管理 代表取締役 古賀　孝 大川市大字北古賀254-5

（株）建設技術研究所　九州支社 取締役常務執行役員支社長 上村　俊英 福岡市中央区大名2-4-12

（株）ＥＮＪＥＣ 代表取締役 松永　友樹 福岡市南区長丘3-1-18

ランドブレイン（株）福岡事務所 所長 堀口　悟 福岡市中央区天神4-8-25

（株）エヌ・イーサポート　九州支社 支社長 井手本　清隆 福岡市博多区博多駅南五丁目8番17号

（株）谷澤総合鑑定所　九州支社 支社長 的野　泰浩 福岡市中央区天神2丁目8番38号

管清工業（株）九州支店 支店長 小山田　正男 福岡市博多区那珂5丁目3番13号

（株）三和ビル管理 代表取締役社長 岩永　康介 大牟田市大字手鎌字栗ﾉ内1300番地68

（株）ベクトル　久留米営業所 所長 高田　富士男 久留米市田主丸町田主丸423-14

大東鑑定（株） 代表取締役 松﨑　能久 福岡市中央区舞鶴2-4-30

（株）鑑定ソリュート福岡 代表取締役 廣原　浩一 福岡市博多区博多駅東2丁目6番1号

（株）内田洋行　九州支店 支店長 坂口　秀雄 福岡市中央区大名2-9-27

（公財）ふくおか公衆衛生推進機構 理事長 本田　浩 福岡市中央区天神4丁目1番32号

（株）桐明組 代表取締役 桐明　和広 八女市柳島92-1

フジ地中情報（株）九州支店 支店長 吉田　高文 福岡市南区横手1-12-48

（株）CRC食品環境衛生研究所 代表取締役 江川　護 福岡市東区松島5-7-6

（株）孝栄設計コンサルタント 代表取締役 川崎　孝志 福岡市南区井尻1-36-20

三英ビル管理（株） 代表取締役 中山　智惠 久留米市野中町434番地の3

中外テクノス（株）九州支店 支店長 北野　満誉 福岡市博多区東那珂2丁目20番35号

（株）九州博報堂 代表取締役 江﨑　信友 福岡市中央区天神1丁目4番1号

（一財）日本環境衛生センター 西日本支局長 野田　誠一郎 福岡県大野城市白木原3-5-11
（株）埋蔵文化財サポートシステム 福岡支店 支店長 香西　真紀子 筑紫野市美しが丘南7丁目6-5

（株）毎長補償鑑定 代表取締役 原　博明 福岡市中央区西中洲12番13号
（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 代表取締役 藤原 壮督 京都府京都市右京区西京極西池田町9-5西京極駅前ﾋﾞﾙ6階

（一財）九州環境管理協会 理事長 百島 則幸 福岡市東区松香台1-10-1

（株）旭鑑定補償 代表取締役 津久井　顯 福岡市中央区白金2丁目11番9号

中日本航空（株）福岡支店 支店長 増本　勝巳 福岡市博多区博多駅東一丁目14番33号

（株）ランド・コンサルタント 九州支社 支社長 堀口 長太郎 福岡市南区高木2-5-10

大和不動産鑑定（株）九州支社 九州支社長 寺島　弘次 福岡市中央区天神四丁目2番20号

(株)みずほ不動産鑑定所 代表取締役 井上　真輔 福岡市中央区舞鶴3-2-4福岡舞鶴ビル６階

平和総合コンサルタント（株）八女営業所 所長 村坂　康信 八女市納楚625-4　栗原アパート205号

（株）環境施設 代表取締役 田中　直継 福岡市西区小戸3-50-20

共栄環境開発（株） 代表取締役 久留須　智子 大牟田市汐屋町5-15

（株）共栄ビル・パートナーズ 代表取締役社長 草場　真哉 福岡市南区向野二丁目11番10号

（株）テクノユース 代表取締役 脇山　一春 福岡市城南区鳥飼5-7-1

（株）日本電子 代表取締役 梅本　享祐 福岡市南区折立町5-59

佐和屋産業（株） 代表取締役 眞鍋　朋美 筑紫野市大字山家4055-1

（株）第一鑑定リサーチ 代表取締役 吉田　稔 福岡市中央区大名2丁目2番50号

（株）ぎじろくセンター 代表取締役 白井 義美 山口県宇部市大字西岐波1540-12

大新東(株）福岡営業所 所長 吉田　政夫 糟屋郡新宮町三代西1-5-1

（株）クリーン商会 代表取締役 多田　有一郎 朝倉市堤816-2
（株）サーベイリサーチセンター　九州事務所 所長 林　雅保 福岡市博多区博多駅東2丁目6番26号

ヨシタケＴＳ（株） 代表取締役 吉武　昭三 福岡市南区的場二丁目22番20号

（株）図書館流通センター 代表取締役 谷一　文子 東京都文京区大塚三丁目1番1号

グローバル・ライフ・サポート（株） 代表取締役 日暮　光一郎 福岡市博多区綱場町5番1号

Ｎｅｘｔ－ｉ（株）九州支店 代表 藤井　文彦 福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号

（株）スタジオ三十三 代表取締役 井上　喜代志 京都府京都市伏見区竹田松林町11番地
シダックス大新東ヒューマンサービス（株）九州・沖縄支店 支店長 松坂　遼 福岡市中央区大名二丁目8番22号天神偕成ビル3階

（株）データベース　九州支店 支店長 本多　弘明 福岡市中央区平尾5丁目14-31-303

福岡安全センター（株） 代表取締役 内　山　守　太 福岡市中央区天神3-11-1
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（株）ケー・デー・シー　西日本支店 支店長 宇賀神　満則 福岡市中央区天神3-11-20天神エフビル

（株）ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ 代表取締役社長 中山　義一 東京都港区芝浦一丁目1-1

ヴェオリア・ジェネッツ（株）　九州支店 支店長 吉野　健 福岡市南区横手一丁目12番48号

（株）イビソク　福岡営業所 所長 山城　健二朗 福岡市南区井尻4丁目42番地25号102号

アーバンコンサルティングファーム㈱ 代表取締役 福山　道和 福岡市早良区祖原16-16-201

（株）設備保守センター 代表取締役 井上　宗洋 福岡市中央区高砂2丁目10番1号

電気興業（株）九州支店 専任次長 内村　哲夫 福岡市早良区百道浜1-7-5

東和環境科学（株）九州支店 取締役支店長 道法　雅樹 福岡市東区東浜一丁目5番12号

（有）空中写真企画 代表取締役 諫山　広宣 太宰府市大佐野四丁目15番1号
三菱電機プラントエンジニアリング（株）九州本部 執行役員九州本部長 平　隆則 福岡市博多区上牟田1-17-1

（株）九州文化財研究所　福岡営業所 営業所長 花岡　興史 福岡県柳川市三橋町高畑261-2

（株）五輪 代表取締役 宮本　岳司朗 富山県富山市奥田新町12-3

大和産業（株） 代表取締役 岩瀬　豊美 佐賀県佐賀市高木瀬西一丁目5番19号

有限責任監査法人 トーマツ 福岡事務所 事務所長 伊藤　次男 福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ

堀川バス（株） 代表取締役社長 久保山　太一 八女市本町1番地302-1

（株）九州みらい研究所 代表取締役 福田　博 熊本県熊本市東区健軍四丁目13番2号

（株）くろき 代表取締役 加藤　武昭 八女市黒木町本分1625-2

ハラサンギョウ（株） 代表取締役 原　隆 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷51番地2

（株）静環検査センター　福岡支店 支店長 小谷　聖滋 福岡市博多区博多駅南6-4-25

（株）ＪＥＣＣ 支店長 佐藤　重司 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号

（株）アーバントラフィックエンジニアリング 福岡事務所 所長 嶋村　泰弘 福岡市中央区大宮1-4-34

日東化学工業（株） 代表取締役 下村　賢史 北九州市小倉南区徳吉東4丁目9-1

（株）アタック 代表取締役 楠田　雅文 久留米市荒木町白口1547番地1

（株）現代けんこう出版 代表取締役 中野　茂季 東京都墨田区両国一丁目12番8号

安田建物管理（株） 代表取締役 安田　進 福岡市博多区東比恵3丁目5番3号

（株）イーエムトラスト 代表取締役 水元　薫 長崎市城山台1-42-11

（株）ＤＮＰプランニングネットワーク 執行役員営業本部副本部長兼九州営業部長 江浦　薫 福岡市南区清水2丁目15-11ＤＮＰ福岡第２ビル２階

（株）アイワ 福岡営業所 所長 立野　治樹 福岡市南区柳瀬二丁目3-2

ＪＦＥ環境テクノロジー（株）九州支店 支店長 青鹿　松一 大牟田市小浜町1丁目2番地の1

（株）ＱＴｎｅｔ 代表取締役　社長執行役員 岩﨑　和人 福岡市中央区天神1丁目12番20号

（有）八女観光バス 代表取締役 原野　和也 八女市龍ケ原151-1

（有）川島タクシー 取締役社長 川島　倫子 八女市黒木町桑原130の3

（有）エイワン 取締役 吉武　智視 福岡市南区老司三丁目9番18号
学校法人　中村学園　中村学園事業部 事業理事 室井　高 福岡市博多区博多駅東一丁目1番7号

（株）LSIメディエンス 代表取締役 渡部　晴夫 東京都千代田区内神田一丁目13番4号

エイケン（株）　久留米営業所 所長 渡邉　昭彦 久留米市合川町216-3

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 代表取締役 藤本　尚伸 福岡市博多区対馬小路1-21

（株）ジチタイアド 代表取締役 時津　孝康 福岡市中央区薬院1丁目14番5号ＭＧ薬院ビル

西戸崎興産（株） 代表取締役社長 坂本 博志 福岡市東区大岳2丁目1番1号

コトブキシーティング（株）九州支店 支店長 主藤　徹郎 福岡市博多区下川端町1-1明治通りビジネスセンター本館7階

周南マリコム（株） 代表取締役 堀  学明 山口県周南市入船町2-3

大谷化学工業（株） 代表取締役 大谷　勝己 糟屋郡粕屋町大字仲原2567番地

くるめ不動産鑑定（株） 代表取締役 浅川　博範 久留米市日吉町1-1ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟﾚｽ902

（株）エスプレス大分 代表取締役 椎原　邦友 大分市大字下郡字向新地3720番地の1

（株）西日本リサーチ・センター 代表取締役 野上　淳一 福岡市中央区今泉一丁目4番1号

（株）ケィ・ビー・エス 代表取締役 安部　高子 北九州市小倉北区砂津1丁目2-13

日本国民食（株） 代表取締役 市川　敏一 東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

（株）NTTドコモ　九州支社 執行役員九州支社長 根本　浩二 福岡市中央区渡辺通二丁目6番1号

アサヒプリテック（株）北九州事業所 事業所長 木﨑　健逸 北九州市門司区新門司3-81-5

（株）会議録研究所 代表取締役 小池　好子 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目２番地３４

（株）ベネッセコーポレーション　小中学校事業部 部長 小柳　博崇 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビルディング

金剛（株）九州支店 支店長 伊集院　直親 福岡市博多区博多駅前2-20-15第7岡部ビル9Ｆ
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（株）創和 代表取締役 石住　義光 東京都江戸川区篠崎町三丁目33番8号

（株）ＫＲＣ 代表取締役 畑田　良伊 福岡市博多区東比恵2丁目7-18

（株）小出速記事務所 代表取締役 小出　邦彦 佐賀県佐賀市鍋島四丁目5番2号

（株）ドット・コミュニケーションズ 代表取締役 石橋　隆次 福岡市博多区博多駅前3-27-24

（株）ぎょうせい　九州支社 支社長 松浦　孝徳 福岡市早良区百道浜2丁目4番27号ＡＩビル2階

九州テクニカルメンテナンス（株） 代表取締役社長 酒井　喜代司 熊本県熊本市東区健軍一丁目38番1号

遊景産業（株） 代表取締役 佐田　直樹 福岡市南区警弥郷1丁目15番10号

マイタウンサービス（株） 代表取締役 鹿野　範昭 福岡市南区玉川町9-12

（株）馬場市助商店 代表取締役 馬場　弘市 八女市津江200番地の1

（株）ウェザーニューズ 代表取締役 草開 千仁 千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデン

（有）タンク検査プラント 取締役 井川 良一 福岡市東区西戸崎5丁目7番4号

神戸綜合速記（株） 代表取締役 藤岡　亮介 神戸市中央区北長狭通四丁目3番8号

（株）西村製作所 代表取締役 西村　光史 京都府京都市南区上鳥羽尻切町10-3

（税）諸井会計　福岡支社 支社長 中村　好修 福岡市博多区博多駅前二丁目1番1号福岡朝日ビル6階

（株）談 福岡支社 支社長 森林　久枝 福岡市中央区天神4丁目2-36天神第一ビル4Ｆ

八光海運（株） 熊本支店 支店長 内山　朋之 熊本県上天草市大矢野町登立3355番地1

（株）ヤマモト 九州支店 支店長 平山　東海 福岡市城南区梅林一丁目11番16号スタイルビュー城南202号

(有)サンテック　関西支店 支店長 渡邉　文彦 赤穂郡上郡町高山1302番地

（株）環境技術研究所 九州支店 支店長 村井　康一 北九州市門司区丸山1丁目23-9
（株）ジェイエスキューブ 第七営業本部 本部長 金子　潤二 福岡市博多区博多駅前4-4-15
（株）東洋環境分析センター　福岡事業所 所長 松永　亮介 福岡市博多区井相田三丁目5番10号

自然環境保全事業協同組合 代表理事 奥野　良功 長崎県佐世保市白岳町954番2

環境リサイクルエネルギー（株） 代表取締役 外間　広志 長崎県佐世保市干尽町3番地47

（株）日米クック 代表取締役社長 米谷　素明 大阪府大阪市北区大淀中1-17-22

（株）くまもと健康支援研究所 代表取締役 松尾 洋 熊本市東区御領6-8-20

（株）クリーン発酵九州 代表取締役 坪井　敏 熊本県荒尾市大島1738番2

（株）エックス都市研究所 九州事務所 所長 東　修 北九州市小倉北区堺町一丁目2番16号

（株）学映システム 久留米営業所 所長 松尾 雄一郎 久留米市東合川8丁目8番21

（株）議事録発行センター 代表取締役 友野　泰志 岡山県岡山市北区高柳西町1-23

(公財）九州経済調査協会 理事長 髙木　直人 福岡市中央区渡辺通2-1-82

北日本コンピューターサービス（株） 代表取締役 江畑　佳明 秋田県秋田市南通築地１５－３２

（株）福岡山ノ手鑑定舎 代表取締役 槇 由紀 福岡市中央区大名1-9-33

（株）フチガミ 代表取締役 渕上　明彦 久留米市津福本町2300-10

葉隠勇進（株）　九州支店 九州支店長 山本　友由樹 福岡市博多区博多駅東2-4-15博多DKビル3階

（株）とっぺん 代表取締役 天賀　光広 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3190番地3

（株）総研 代表取締役 篠田　正浩 福岡市中央区天神1丁目13-2

（株）近代プラント 代表取締役社長 石田　保憲 福岡市東区松島4-13-15

（株）シンク 取締役社長 丸山　秀明 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル

福岡芝浦電子（株） 代表取締役 藤原　與司 福岡市南区大橋1-2-19

（株）大千 代表取締役 原　亮 行橋市大字長木1273
（公財）北九州生活科学センター　福岡事業所 所長 田中　衞 福岡市博多区千代1丁目2番4号福岡生活衛生食品会館4階

（株）行橋玄洋社 代表取締役 原　俊行 行橋市大字長木1273

（株）ファノバ 九州支店 支店長 松永　国嗣 大野城市東大利3丁目16番21号

（株）全環 代表取締役 森山 成孝 福岡市中央区高砂二丁目5番10号

（株）有明測量開発社　福岡営業所 所長 柳田　豊 福岡市東区奈多一丁目2番20-411号コアマンション和白

（株）エイジェック　福岡オフィス 統括本部長 平井　真次 福岡市博多区住吉1-2-25ｷｬﾅﾙｼﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6階

旭防災設備（株） 九州支店 九州支店長 小林　将成 福岡市博多区東比恵3-16-14

（株）リセス 八女営業所 代表取締役 中間　秀治 八女市本町2-646甲斐田店舗Ｂ号室

（株）ウェルクル　九州・中国支部 九州・中国支部長 髙田　幸治 福岡市博多区博多駅東1丁目14-25新幹線ビル2号館7階

（株）ジェイ・フィット 代表取締役 津田　健司 福岡市博多区博多駅東二丁目6番23号

ＫＳＳ（株） 代表取締役 深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号

パーソルテンプスタッフ（株）　九州営業部 部長 栗城　健 福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡4階
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（株）インタラック西日本 代表取締役 竹池　日出人 北九州市小倉北区浅野2丁目17番38号

久留米運送（株） 代表取締役 二又　茂明 久留米市東櫛原353番地

（株）ジーエスエフ 代表取締役 善田　高志 東京都新宿区西新宿3-20-2

（株）ムサシ　福岡支店 支店長 荻野　勝紀 福岡市博多区店屋町6-25

（株）葵文化 代表取締役 荒木　祐一郎 熊本県熊本市西区春日1丁目8-14

（有）藤本商事 代表取締役 藤本　公明 久留米市城島町内野56-2

三精工事サービス（株）九州支店 支店長 藤田　満 福岡市博多区博多駅南4丁目8番21号

（株）リックサポート 代表取締役 林　正悟 古賀市日吉二丁目16-7

（株）太平環境科学センター 代表取締役 坂本　雅俊 福岡市博多区金の隈二丁目2-31

九州マニュテック（株） 代表取締役 原田　喜久住 熊本県合志市上庄826番地4

（有）東原技研 代表取締役 松下　亨 八女市本町625番地1

（株）プロレリック　佐賀営業所 所長 木村　有喬 佐賀県武雄市朝日町甘久2282番地3

第一法規（株） 代表取締役社長 田中　英弥 東京都港区南青山二丁目11番17号

ハーベストネクスト（株） 代表取締役 脇本　実 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町2-120

（株）三豊 代表取締役 井上　智秋 愛知県豊橋市西山町字西山328番地

（株）文化財保存活用研究所 代表取締役 山路　しのぶ 大分市明野西一丁目26-4-405

（株）協働管財　熊本営業所 営業所長 秋山　一峰 熊本県熊本市中央区京町2丁目14-16-306

日本電子応用（株） 代表取締役 町田　功 東京都江戸川区東小松川四丁目36番5号

（株）アトレア・コンサルティング 代表取締役 永利　智子 福岡市博多区博多駅前1-15-20-2F
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 福岡支社長 竹内　將人 久留米市東町38番地1

(株）佐賀電算センター　福岡支社 支社長 菰田　秀三 福岡市博多区店屋町1番35号博多三井ビルディング2号館3階

（株）大信技術開発　福岡営業所 所長 伊ヶ崎　穣次 福岡市南区花畑２丁目17-31 205

ＳＢテクノロジー（株） 代表取締役 阿多　親市 東京都新宿区新宿六丁目27-30

（株）あんしんサポート 代表取締役 古賀　功一 福岡市城南区飯倉1-6-25

（株）明日葉 代表取締役 大隈　太嘉志 東京都港区芝四丁目13-3ＰＭＯ田町東10Ｆ

（株）日本医事保険教育協会 代表取締役 佐藤　里美 熊本県熊本市中央区辛島町3-20

（株）オープンループパートナーズ 代表取締役 駒井　滋 東京都新宿区新宿四丁目3-17

（株）サン電工社 代表取締役 土井　隆太郎 福岡市中央区鳥飼二丁目6-51

（有）アガリシステムサービス 代表取締役 上里　祐次郎 広島県広島市東区牛田新町四丁目8-13

（株）アート　熊本支店 支店長 浦壁　晃 熊本県熊本市中央区神水2-13-29ＫＭハイツ202

ラボサービス（株） 代表取締役 石井　達也 静岡県富士市鈴川西町14-38コーポ石井202号

東建工業（株） 代表取締役 古賀　紳也 久留米市原古賀町25-11

（株）データホライゾン 代表取締役 内海　良夫 広島県広島市西区草津新町一丁目21-35広島ミクシス・ビル

（株）社会保険出版社 代表取締役 髙本　哲史 東京都千代田区神田猿楽町1-5-18

（株）日本エム・アイ・エー 代表取締役 成田　篤 愛知県名古屋市中区錦一丁目6番18号Ｊ・伊藤ビル4階

（株）八光設計 代表取締役 德永　一也 長崎市浜平１丁目８番２０号

（株）医療開発研究所 代表取締役 平野　吉則 港区港南2-5-3オリックス品川ビル3F

（株）ＴＩＥＳ 代表取締役 山口　耕平 大野城市大城5丁目21-21

（公社）長崎県食品衛生協会 会長 江口　栄 長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640-3

ヒューマンリソシア（株） 代表取締役 御旅屋　貢 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号

ＮＤネットサービス（有） 代表取締役 鈴木　宏隆 堺市堺区神南辺町二丁目９０番地５

（株）タクト 代表取締役 森田　レイ子 筑紫野市二日市中央三丁目5番5号

（株）島田組　九州支店 支店長 塩濱　浩之 久留米市東合川6丁目2-13

四国環境整備興業（株） 代表取締役 青野　通久 今治市国分一丁目１番１８号

（株）三輝　福岡支店 支店長 上野　公寛 福岡市博多区博多駅南1-3-6　第三博多偕成ビル1102

（株）サニタリー 代表取締役 池本　宗隆 鹿児島市東谷川5丁目20番11号

（株）名豊 代表取締役 小池　武史 名古屋市中区松原二丁目２番３３号
特定非営利活動法人福岡ジェンダー研究所 理事長 窪田　由紀 福岡市博多区博多駅東3-9-3　博多ニッコーハイツ403

（株）ボーダーリング 代表取締役 安井　康真 さいたま市大宮区下町二丁目16番地1 ACROSS8階

（株）サンアメニテイ　福岡支社 支社長 門井　貴裕 柳川市上宮永町122番1号

（株）キャンサースキャン 代表取締役 福吉　潤 品川区西五反田１丁目３－８

よりそい不動産鑑定（株） 代表取締役 扇　幸一郎 福岡市中央区大名2丁目4番38号チサンマンション天神Ⅲ209
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一富士フードサービス（株）九州支店 九州支社長 佐藤　一成 福岡市博多区住吉4-3-2

（有）ハシノ工業 代表取締役 橋野　要 神戸市北区藤原台南町２丁目１９番１号

（株）ウイルエージェンシー 代表取締役 須田　純一 新宿区新宿四丁目3番17号
阪急コンストラクション・マネジメント（株） 代表取締役 笹井　寛 大阪市中央区難波４丁目７番１４号
（株）プラスアドグループ　福岡ＯＦＦＩＣＥ マネジャー 肥川　達也 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1

（株）インソース　九州支社 支社長 片居木　拓磨 福岡市博多区博多駅前1-1-1博多新三井ビル4階

（株）清香産業 代表取締役 新原　美子 八女市黒木町本分2567番地6
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